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会長卓話 

 
小宮山 大介 会長 

皆様こんにちは。今年は思いのほか暖冬になって

いますね。先週末、湯沢の知人に誘われ、今シーズ

ン初スキーへ行ってきましたが、本当に雪不足で全

面滑走可のスキー場はほとんどありませんでした。山

肌やスキー場エントランス付近は地面が露出し、ちょ

っと可哀そうな状況です。 

そんな中、1998年長野五輪のモーグル競技会場

であった飯綱高原スキー場が、今年限りで閉鎖という

ニュースがありで雲行きが怪しいですが、その逆の現

象もあります。ここ数年、湯沢には何回も行くのです

が、通常の新幹線湯沢駅には人が溢れています。特

に外国人の姿を多く見かけます。駅付近の飲食店に

入ると外国語が飛び交い、とても活気があります。も

ちろんGARAスキー場もしかりです。約 10年前に閉

鎖した新井スキー場も外国資本ではありますが、ロッ

テアライリゾートとして、通年のアウトドアアクティビティ
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を売りとして大復活しています。 

ところが、かつてバブル期の象徴だった聳え立つリ

ゾートマンションは 1室 50万円等びっくりするような

値で売りに出ていたりします。スキー場隣接のホテル

は大賑わい、ちょっと便の悪いリゾートマンション、ペ

ンション、旅館は廃墟もあり閑古鳥。現代風の賑わい

とバブルの遺産、ちょっと車で走るとありきたりな地方

の街。これからの我が国の在り方を、狭い範囲で考え

させられる街のような気がします。 

 

今朝の新聞記事では、2019年は日本人の人口が

51 万人減ったとありました。東京ドームで換算すると、

約 10杯分です。このままでは、あらゆるマーケットが

縮小して行きます。経済を維持発展させるためには、

外国人や新しい人を取り込み、かつてのしがらみを

見直し、老若が満足して暮らせるヒントが湯沢という街

にあるのかな？と思った先週末でした。 

そして、雪不足は農業にも影響する事を今回知り

ました。北海道では例年雪の下で越冬する醸造用の

ブドウや小麦が地表に出てしまい凍結が心配されて

いるようです。今年もおいしいお酒、おいしい粉物が

食べられるのを願うばかりです。 

 

最後に、昨夜、ドリスが我家に泊まりに来てくれまし

た。今日は例会に一緒に来るつもりでしたが、急遽担

当教授の都合で学校へ行きました。大学院入学のた

めの最終レポートチェックだそうです。ドリスの合格を

祈念しまして本日の会長挨拶といたします。本日もご

参加ありがとうございます。 

 

幹事報告 

大濱 裕広 幹事 

皆さま、あけましておめでとうございます。新井ガバ

ナー補佐はじめ、IM実行委員会のみなさまようこそ。

本年もよろしくお願いいたします。それでは幹事報告

いたします。 

（クラブより） 

・越谷東 RC より、例会プログラムがきております。例

会場に掲示しておきますのでご確認ください。 

・来週、1 月 21 日（火）が IM となっておりますので、

22 日（水）の例会は変更となっておりますので、お間

違えの無いようにお願いいたします。 

・小宮山年度も折り返しにはいりました。まだ半年の

事業が残っておりますので、各委員長様には委員会

の開催をお願いいたします。後半の半年の事業の打

ち合わせ及び懇親を深めていただき、多くの会員の

皆様の例会への出席をお願いしたいと思います。お

声をかけていただきますように、よろしくお願い申し上

げます。 

以上幹事報告でした。 

 

結婚・誕生日祝い 

 

(誕生日) 

青木 清 会員 ・ 松﨑 義一 会員 

大熊 正行 会員 ・ 髙橋 忠克 会員 

渡辺 裕介 会員 

(結婚) 

江口 公晴 会員 ・ 松井 昭夫 会員 

川島 徹 会員 
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お客様挨拶 

 

IM実行委員長 江原 武男 様 

江原様には、1月 21日 IM参加協力のご依頼と、

IMでのプログラムを説明頂きました。 

 

3分間ロータリー情報 

 
吉澤 晴雄 会員 

ロータリーの友 1月号から、クラブで活用できる情

報をご案内して頂きました。 

（内容） 

・「ロータリーの友 電子版」 

ロータリーの友はWEBからでも閲覧が可能です。

パスワードは rotaryです。 

・「職業奉仕に関する記事(P9～)」 

各ロータリーの事案が記載されています。 

・「侃侃諤諤(P26～)」 

今月は例会場の席を固定するか移動するべきかと

いう記事があります。 

・「次期 G補佐山崎さんが投稿した記事(P69～)」

第 8G メンバーの投稿なので見て頂きたい。 

このようにロータリーの友には、参考にできることが

沢山記載されていますので是非ご覧になってくださ

い。 

 

外部卓話 

 

地区職業奉仕部門 部門委員長 黒臼 秀之 様 

「職業奉仕フォーラム」 

 2019年9月20日に行われた職業奉仕セミナー（講

師：本田 博巳氏）の卓話を中心に、世界と日本を比

較した職業奉仕についての考えの違いや、会員同士

で話し合うきっかけを与えて頂きました。 
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職業奉仕委員会 関森 初義 委員長 

会員に送ったアンケート結果の発表をスライドショ

ーにて、行いました。関森職業奉仕委員長が特に気

になった答えを中心に、議論を展開して行きました。 

(※該当項目はスライド内下線部) 
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真剣に職業奉仕について考える会員の皆様 

 

的確な考察を述べる小林光則会員 

 

熱い意見を述べる松井会員 

 

見解を語ってくれる鈴木英男会員 
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職業奉仕フォーラムでは、会員全員が職業奉仕に

ついて考える良い場となりました。 

地区職業奉仕部門、部門委員長黒臼様、ありがと

うございました。 

 

 

 

   
 

・皆様のおかげ様で就任後半年が過ぎました。今月

は IM という大きな事業を控えておりますが、引き

続き多くのご出席を賜りますようお願い致します。 

新井 進 様 

・本日は地区職業法委員会を招き頂きありがとうござ

います。どうぞ宜しくお願い致します。 

黒臼 秀之 様 

・本日はお忙しい中、時間を頂きましてありがとうござ

います。1月 21日のインターシティミーティング多

勢のご参加をよろしくお願い致します。 

江原 武男 様 

・越谷北ロータリークラブの皆様、いつもお世話になり

ありがとうございます。1月 21日インターシティミー

ティングへのご出席よろしくお願い致します。 

浅見 富司雄 様 

・はじめて北クラブの例会に出席させて頂きました。

来週の IMはよろしくお願い致します。また、3月の

合同例会についても、よろしくお願いします。 

吉村 総一 様 

・地区職業奉仕部門委員長黒臼様、今日は卓話よろ

しくお願いします。新井ガバナー補佐、江原様、浅

見様、吉村様、本日はご来訪ありがとうございま

す。 

小宮山大介 

・新井ガバナー補佐、IM 実行委員会の皆様ようこそ。

本日黒臼様、卓話よろしくお願いします。 

大濱 裕広 

・職業奉仕部門委員長黒臼様、本日の卓話よろしく

お願いします。新井ガバナー補佐、他お客様いらっ

しゃいませ。 

鈴木 英男 大熊 正行 宮崎 敏博 

関森 初義 青木 清 松﨑 義一 

 堀野 眞孝  岡崎 勲 市川 洋和 

須賀 篤史 

・誕生日祝いありがとうございます。 

大熊 正行 髙橋 忠克 松﨑 義一 

渡辺 裕介 

・結婚祝いありがとうございます。 

松井 昭夫 川島 徹 

・皆様、本年もよろしくお願いいたします。 

関 雄二郎 小林 光則 髙 瑠美子 

佐藤 要 浅野目 猛 

 

 

 

出席報告 

会員数            46名 

出席免除者欠席       4名 

出席者            33名 

欠席者            13名 

出席率            78.5% 
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2019-2020年度 

国際ロータリー第 2770地区第 8グループ 

第 2132回例会 於：ベルヴィ・ギャザホール 

第 1部 式典 

第 2部 基調講演 

第 3部 新年賀詞交歓会・懇親会 

Intercity Meetingは 3部構成で開催されました。 

 

会場には大勢の参加者が集まっていました 

 
新井 G補佐の点鐘から始まりました 

 

挨拶を行う小林操ガバナー 

 
ロータリーの目的を唱和します 

 
呉様によるホームカミングスピーチが行われました。 

 
モニターに資料が転写されています。 

 
基調講演「米山学友会による国際交流への役割」 
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質疑応答も行われました。 

 
当日が誕生日だった渡邊 PG 

 
懇親会で一斉に乾杯！ 

 
各テーブルでは談笑が始まりました。 

 
休憩時間も元気です！ 

 
学生席はとてもグローバルな席でした。 

 
アトラクション「フラメンコの夕べ」 

 
IMお疲れ様でした！ 


