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会長卓話 

 

小宮山大介 会長 

本日は国際ロータリー第 2770 地区ガバナー補佐 

新井進様、補佐幹事 森田隆様、越谷ロータリークラ

ブ会長 坂巻邦夫様、幹事 増元晃様、 

一般社団法人 財務ドクター協会理事長 岸雅則

様、㈱バブレ 渡辺祥二様、本日はご来訪ありがとう

ございます。 

さて、例会開始前のミカさんのエレクトーン演奏。ち

ょっと馴染みのない曲にお気づきでしょうか？ 

私のリクエストで “レゲエ” を演奏してもらっていま

す。完全な私の趣味ですいませんm(__)m 

（レゲエをウィキペディアで調べると、各小節の三拍

目にアクセントが置かれるドラムが特徴とあり） 

2018年にはユネスコの無形文化遺産にも登録され

ています。 

実は今日、25 回目の結婚記念日です。新婚旅行

はジャマイカに行きました。そんなことで、当時の経済

環境と現在を考察したいと思います。 
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15 年前 1994 年はまだバブルの残り香を感じてい

た時でした。日本人が世界各国にまだまだ足を延ば

していた時代です。そんな中、カリブ海にまで日本人

旅行者が多くいて、そこでなんと！知り合いに遭遇し

ました。 

当時の為替は円ドルで約 100円その後 1995年 4

月に 79円 75銭という円高基調の状態でした。 

我々日本人には海外の物価は本当に安く感じた時

です。ジャマイカには現地通貨ジャマイカドルが存在

しますが、現地空港で米ドルからジャマイカドルに換

金した時です。日本円に換算すると2or3万円程度だ

ったと思いますが、10 センチくらいの札束になって手

元に戻りました。何だか大金持ちになったようで、単

純に浮かれたのは言うまでもありません。（現在 1ジャ

マイカドル＝0.80円） 

ところが滞在中一向に減ることはありませんでした。 

外国人を見ると、米ドルをリクエストするんです。米

ドルだったらディスカウントするとも言うんですね。実

はこの現象は先日行ったカンボジアでも同じでした。 

それを経済原理から考察すると、 “自国通貨に信

用がない” という事です。 

話は少し変わりますが、最近外国へ行って日本と

の違いを感じる事は、先日行ったドイツでもそうでした

が、 “飯” が高い！ 

フランクフルトで立ち寄ったハンバーガーショップで

単品 1つが 7.6ユーロでした。（約 920円） 

日本ではランチは 1,000円もあれば充実します。ワ

ンコイン 500 円だって可能です。思い返してみるとこ

の値段、25年前からも変わってない気がします。皆さ

ん感じていると思いますが、ずっと経済が停滞してい

る表れです。 

経済成長期（私の幼少期）様々なものが高くなって

いきました。お使いのタバコ（今では違法ですが）缶コ

ーラ等。子供ながらに物価上昇を感じたものです。 

この平成の停滞の時代、日本経済に様々な病巣が

生まれています。 

こんな卓話をしながら、今後皆様とこれからの世の

中を考えていければと思います。 

 

幹事報告 

 

大濱裕広 幹事 

（地区より） 

・2019-20年度ロータリー財団部門セミナーの案内が

届いております。参加申し込みについては幹事ま

で、お願いいたします。 

・ロータリー米山奨学会より、ハイライトよねやま 232

号が届いております。 

（クラブより） 

・越谷 RC様より、7月の例会予定、お知らせが来て

おりますので掲示しておきます。 

・浪江 RCの事務局の伊藤様より連絡がありました。8

月 5日（月）南相馬市において、RI会長（マーク・

ダニエル・マローニー）様が来日いたします。RI会

長歓迎例会として昼食会（点鐘は 11時 20分閉会

は 12時 40分メーキャップ料は 3,000円）に当クラ

ブもメーキャップが可能とのことです。参加希望の

方は幹事までお申し付けください。また、夜の歓迎

会も猫魔にて開催予定ですが、お席の関係上、参

加希望の方は直接 2530地区にお問い合わせくだ

さいとのことです。 

・事務局研修会7月12日（金）に私と杉山さんで行っ

てまいりました。規定審議会にて、メーキャップカ

ードの取扱いの変更がありました。2週間以内に使

用することでしたが、年度内であればいつでも行

使できることになりました。 
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・7月10日の持ち回り理事会におきまして、不具合だ

った例会場のモニター（65型）を新規交換すること

に承認されました。昨日手配をいたし、交換の予定

でしたが、部品がそろわず、後日取り付けになりま

した。昨日、忙しい中、お手伝いいただいた近藤さ

ん、杉山さん遅くまでありがとうございました。 

・皆様にお配りいたしました年度計画書ですが、訂正、

修正が多数あるため、改訂版として再度作り直す

予定です。智巧社様には大変ご協力いただきまし

てありがとうございます。出来上がりは 8月初旬を

予定しております。皆様には大変ご迷惑おかけし

て申し訳ありません。 

・越谷青年会議所様から 8月第一例会、越谷中央市

民会館にて「さよならストレス、会社ヨガ×自己承認

力で怒らない力」の案内がきております。ご興味あ

る方はご参加ください。 

・ポリオ Tシャツ出来上がりました。サイズを確認の上

お 1人様 1枚お持ち帰りください。 

・例会中はできる限り前のお席に座っていただくよう

にご協力お願いいたします。 

 

 

お客様挨拶 

新井 進 第 8グループガバナー補佐 

 

挨拶をする新井ガバナー補佐と森田補佐幹事 

皆さんこんにちは、先月半ば頃に今年度について

ご協力を宜しくとの願いの意味を込めてお邪魔致し

ましたが、いよいよ新年度も始まりました。小宮山会長

はじめ北クラブの皆様1年間ご協力宜しくお願い申し

上げます。小林 操ガバナーが掲げております、彼の

心・・・ポリオを忘れないでね！これは彼の本当の心

だと思います。そしてお前がガバナー補佐をやるなら

これをプレゼントすると言っていたものをお届けします。

各クラブの例会場のどこかに掲げて欲しいと言われま

したので旗を二枚程お持ちしました。 

 

小林ガバナー寄贈の旗 

 

坂巻邦夫 越谷 RC会長 

 

坂巻邦夫越谷 RC会長 

皆様こんにちは、北クラブさんを会長として訪問さ

せて頂く最初のクラブにさせて頂きました。例会場を

こちらに移られてから初めての訪問でして、はじめて

お目にかかる方、知った顔も何人かおりますが、この

1年間第 8グループとして小林ガバナーを盛り上げる

様に活動して参りますので宜しくお願い致します。 

 

 

  雑誌記事紹介 

ロータリー情報 ： 伊藤 純 会員 

ロータリーの友 7月号から、ガバナーの横顔のコー

ナーに宮﨑敏博地区幹事の投稿記事が掲載されて、
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小林ガバナーのある一面を知る事が出来ますのでご

紹介いたします。（問答形式） 

1. 至福のひと時は？ 

答 岩陰のよどみで尺級のイワナが餌を食い、竿を

上げる瞬間 

2. 苦手なものは？ 

答 釣行中、蛇に遭遇した時後ずさりする 

3. ご自身を動物に例えたら何ですか？ 

答 鼠。何かを集めるのが好きで、親からは鼠だと

よく言われた 

 

 

委員会報告 

米山記念奨学委員会 ： 木村二夫委員長 

米山奨学部門セミナーに参加しました。2019-20

の米山奨学生は34名そのうち30名が出席しました。 

当クラブからは、小宮山会長と私の参加です。 

米山の寄付金額は全国で 4位 

個人平均寄付額は全国で 3位 

特別寄付額は全国で 7位 

以前はもっと上位に在ったことも有ります。今以上

の寄付をお願い致します。 

国際奉仕委員長 ： 新沼 徹委員長 

来年 6/6から6/10で開催される国際大会への参加

希望の有無を把握するためアンケートを Fax させて

頂きました。今週中に回答をお願い致します。現在の

ところご婦人を含めて 15名の希望者がございます。 

社会奉仕委員会 ： 伊藤 純委員長 

第 11回中学校ジュニア甲子園野球大会の開会式

を 7月 31日に予定しています。当日は、会員の皆様

には赤の T シャツ、白い帽子、スニーカー、7 時 30

分集合です。宜しくお願い致します。当日は例会を 9

時 15分点鍾 

 

 

 

外部卓話 

【経営者をお金の苦労から解放するための 2 大ポイ

ント】 

一般社団法人 日本財務ドクター協会 

理事長 岸 雅則 様 

 

プロジェクターを使用して講演をする岸先生 

日本財団ドクター協会の岸と申します。お忙しい中

この様なお時間を取って頂き有難うございます。 

通常ですと、こういった講話は場合 90 分が普通な

ので、2 つだけに絞ってエッセンスのみお話しさせて

頂きます。中小企業の資金繰りを劇的に改善し、会

社にお金を残すことで経営者をお金の苦労から解放

すること、が私たちの財務ドクター協会の目的であり

仕事であります。 

経済産業省の作ったローカルベンチマークと言う

指標を使って皆さんの会社の健康診断を行っていま

す。ひとつ皆さんにお聞きします。あなたの会社は健

康ですか？と聞かれたとき何を判断基準にします

か？その時、数値によって判断するか、または感覚

によって判断するか、どちらかでしょうが、簡単な数値

による判断方法をお伝えいたします。 

その１．最悪、会社

は赤字でも倒産しませ

んが、支払いが滞って

は倒産してしまう恐れ

が有ります。 

お配りした決算書を

みれば簡単に診断が出来ますので会社に帰ったら

試してください。 
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① 減価償却費（1年間に幾ら償却されているか） 

② 税引き後当期利益（純利益） 

この①と②を足したものを A とします 

③ 銀行に借入金の有る場合、元金返済額（利息

は無視してください） 

これを B とします 

A ＞ Bの場合、健康状態は良いでしょう。 

逆に A ＜ B の場合、資金は流出状態にあり、

良くありません。 

元金返済は、A の額以内で行うのが健全で

す。 

その 2．利益は売り上げに比例しない。 

売上が同じでも、利益率は違うので利益率の

高い商品をより多く売ることが大事です。また、

大量に買い入れるからと、値引き販売をしても、

利益増とならない事も有るので、値引き額に注

意が必要。 

同じ売上げでも売上げの商品構成により利益

率の高い商品を多く売ることで利益は大きく変

わってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・本日はガバナー補佐 新井様、補佐幹事 森田様、

越谷RC会長 坂巻様、同幹事増元様、ご来訪あり

がとうございます。 

財務ドクター協会 岸理事長本日は卓話よろしくお

願い致します。              小宮山大介 

・第 8 グループガバナー補佐新井様、補佐幹事森田

様、越谷 RC 会長坂巻様、幹事増元様、本日はお

忙しい中お越し頂きまして有難うございます。宜し

くお願いします。               大濱裕広 

・いよいよ新年度のスタートです。小宮山会長、大濱

幹事、北クラブの皆様 1年間宜しくお願い致します。

楽しくかつ有意義に過ごしましよう。 

第 8グループガバナー補佐 新井 進 

・ハロードリスさん、米山奨学生としてお会いできて嬉

しく思います。沢山勉強してください。 

第 8グループガバナー補佐 新井 進 

・本日はお邪魔させて頂きます。1 年間頑張りますの

でどうぞ宜しくお願い致します。 

同 補佐幹事  森田 隆 

・本日はよろしくお願い致します。また、新井ガバナ

ー補佐の下、1年間共に頑張っていきましよう。 

越谷 RC会長 坂巻邦夫 

  同  幹事 増元  晃 

・新井ガバナー補佐はじめお客様ようこそ！  

7月結婚祝いありがとうございます。   関森初義 

・本日はたくさんのお客様ようこそおいでいただきまし

た。ごゆっくりお過ごしください。 

本日は早退させて頂きます。       大熊正行 

・第 8 グループガバナー補佐新井様、補佐幹事森田

様、越谷 RC会長坂巻様、幹事増元様ようこそ！ 

岡﨑 勲 宮﨑敏博 

・会津たかつえスキー場のヒルクライムレースに参加、

前夜祭と開会式でポリオ撲滅運動の説明、テントを
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設け募金活動をやりました。地区からは浦和の小

池さん、川口から大竹さんが参加しました。募金額

は、19,800円でした。私は 60kmを死ぬ思いで完

走しました。                  浅野目猛 

・第 8 グループガバナー補佐新井様、補佐幹事森田

様、越谷RC会長坂巻様、幹事増元様本日はお忙

しいところ来て頂き有難うございました。 

ドリスさんいつもありがとう          青木 清 

・週末は津軽海峡を泳いで横断してきます。サメもい

るそうなので食べられないよう気を付けます。 

須賀篤史 

・岸様ようこそ！ 本日の卓話よろしくお願いします。 

渡辺裕介 

・お客様ようこそいらっしゃいませ。本日も宜しくお願

いします。            市川洋和 松井昭夫 

・お客様ようこそいらっしゃいませ      松﨑義一 

・本日も宜しくお願い致します。  

髙瑠美子 佐藤 要 

・お客様ようこそ 

スマイルご協力有難うございます。    伊藤 純 

 

 

 

出席報告 

会員数          47名 

出席免除者       12名 

出席者          30名 

欠席者            名 

出席率           70% 

 


