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第２２９７回例会
第２２９７回例会 ２０１５年７月２日
２０１５年７月２日
新年度スタート近津神社参拝に振り替え

自動車の渋滞を生み出すメカニズムを解明する「渋滞
学」を発表して以来、車だけでなく物流や意思などの「流
れの滞り」を解決する第一人者として、数多くの企業へ業
務改善のアドバイスを行っています。
企業運営の考え方や問題解決方法には、二通りあるそ
うです。それは、フォアキャストとバックキャストと呼ばれ
ます。フォアキャストとは、現状分析を積み重ねて未来を
見通すやり方で、バックキャストとは、目標となるような状
態を想定し、そこから現在に立ち戻って”やるべきこと”を
考えるやり方です。
フォアキャストだと、危険を回避するためネガティブな
要素ばかり出てくることが多いですが、バックキャストで

第２２９８回例会
第２２９８回例会 ２０１５年７月９日
２０１５年７月９日
点鐘
君が代・ロータリーソング
君が代・
ロータリーソング
四つのテストの唱和
会長交代式
会長
交代式

は、目標となる状態を想定していますから、いろんな苦労
渋 谷会長

をポジティブに捉えられます。企業経営という観点からは、

奉仕の理想

少し前まで、ごく一部の素養のある人だけがバックキャス

大作会員

トをしていればよかったそうですが、今は、一定のリーダ
ー層の人ならば、このバックキャスト思考を身につけなけ
ればならない時代になってきたそうです。
ロータリークラブでも同じことが言えます。目標となるよ
うな状態や状況を想定し、困難や苦労があっても、ただ
我慢するではなく、あえてそれを選びその苦労をプラスに
転じる思考をもたなければならないのかと思います。
また、西成教授の「渋滞学」の中に、興味深い実験結

✽✽✽廣井会長 1 年間お疲れ様でした✽✽✽

会長挨拶

渋谷会長

果があります。大きなタンクを満タンにするためのバケツ
リレーをしました。人数とバケツの数は同じです。一見、

本日は、年度最初の「会長の時間」で

各自がバケツの水を満タンにして運ぶ方が最良に思えま

す。ここで会長としての 1 年間の思いを

すが、実際の実験では、各人がめいっぱいの水を汲んで

話すにあたって、東京大学の数理物理

運ぶよりも、適度な量で運ぶ方が、こぼれる水の量も少

学専門西成活裕（にしなり かつひろ）

なく、結果としては早く満杯にできたそうです、その量が

教授の話を引用させて頂きます。この

数字的に 70％なのだそうです。会社の仕事でも、一人一

西成教授は、数学物理学の研究者で、人や物の流れ、

人が余裕なく仕事をやっていると、誰か一人に支障がで

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

ると大きく阻害されてしまう。能力の 70％程度の余裕をも

濱野ガバナーより、年度の御礼が届いており

って運営する方が本当は効率がいいそうです。

2014-15 年度濱野ガバナーより、年度の御礼が届い

今日から 1 年間会長の職を預からせて頂きますが、私

ております。

も 30％のゆとりを持ち、クラブの運営が結果的にいい方

理事会報告

向に行けるようやっていきたいと思いっております。

7 月例会予定

1 年間どうぞ宜しくお願い致します。

幹事報告

石井エレクト

2 日 近津神社参拝
折原幹事
折原幹事

9 日 誕生祝・雑誌紹介、理事会

青少年奉仕部門より、部門セミナ

16 日 外部卓話（職業奉仕）

ーのディスカッションテーマ（青少

23 日 セミナー報告

年交換委員会・ローターアクト委員

30 日 夜間例会（大吉）

会・RYLA 委員会）の案内が届いて

8 月例会予定

おります。

6 日 誕生祝い・雑誌紹介、理事会

ロータリー米山記念奨学会より、当クラブの寄付額

13 日 休会（盆休み）

累計 4000 万円達成にあたり表彰の案内が届いてお

20 日 セミナー報告、廣井年度決算報告

ります。感謝状は、8 月下旬頃ガバナー事務所に届

27 日 会員卓話

き地区大会で表彰されます。
ロータリー囲碁同好会より、平成 27 年 10 月 3 日日
本棋院会館本院にて開催される「第 14 回ロータリー
全国囲碁大会」の案内が届いております。



※予算は、後日決定されたものを配布致します。


記事」掲載の新聞が会員（月）プレステージ CC で開

時間：18 時 30 分～20 時 30 分


合（会長・エレクト・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・

ペの案内が届いております。募集人数は地区役員
平成 27 年 9 月 4 日（金）グランドプリンスホテル新高
輪で開催される「第 13 回日韓親善会議」の案内が届
いております。登録料は 15,000 円です。
2014-15 年度濱野ガバナーより、年度の御礼が届い
ております。
平成 27 年 9 月 12 日（土）市民会館おおみやにて開
催される、RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パ
ートⅠの案内が届いております。
国際ロータリー第 2770 地区ガバナー井原 實（さい
たま新都心 RC）より、メッセージが届いております。
青少年交換委員会よりお願いが届いております。
「各クラブに派遣希望学生から問い合わせを受けた
場合、自クラブの都合で断らないようにお願い致しま
す。自クラブで引き受けられない場合は、青少年交
換委員会へ連絡すると同時に、ガバナー補佐に連
絡をしてグループ内でスポンサークラブを見つける
よう調整をお願い致します。」

奉仕プロジェクト部門セミナーについて
出席義務者：渋谷・石井・小柳・下津谷・中野・関口

催される、地区大会ポリオ撲滅チャリティゴルフコン
を含め 4 名です。

7/30 夜間例会について
場所：大吉（暑気払いを兼ねて実施致します）

広報部門より、埼玉新聞 7 月 1 日号にて掲載された
「井原ガバナーと埼玉新聞社の小川社長との対談

2015-16 渋谷年度予算案について

財団）※各委員長へ案内をお送りします


その他
・9/4 第 13 回日韓親善会議出席者について
新高輪プリンス 登録料 15,000 円→登録者未定
・アグリパーク花火協賛金 10,000 円→承認
・10/19 地区ゴルフ プレステージ 4 名 登録者未定
・9/12 RLI パートⅠ出席者→渋谷会長、栗原会員
・長期欠席者の週報、月信、ロータリー友の取り扱い
について→近くの会員が届ける（退会防止）

雑誌紹介

真中会員

今年度広報委員長を仰せつかり毎
月雑誌紹介をすることになりました。1
年間どうぞ宜しくお願い致します。
まずは、横欄の P.3 にある「ロータリ
ーの友の歴史的変換」をご覧ください。
ここでは、1953 年 1 月に創刊された『友』がどのようにして
発刊されたかが書かれています。初めは東京と大阪で値
段や印刷で意見が分かれてたんですね。結局歩み寄り

創刊号は定価 50 円、しかし原価計算では 100 円だったそ

第 2 日目 6 月 4 日(木) トロントからサンパウロへ

うです。それが 1975 年 200 円になってから 40 年間価格
値上げしていません。それが『友』の誇りでもあるそうです。
しかし、2013 年の規定審議会で電子版が地域雑誌にも
広げられた結果、現在では電子版の正規発行もしている
そうです。私は PC を触らないので分かりませんが、雑誌
は紙の方がいいですね。何でも電子化されるのはどうか
第 3 日目 6 月 5 日(金)

と思います。

国際大会登録手続き市内観光

次に、縦欄の P.4「南の島
の何もなくて豊かな暮らし」を
ご覧ください。ここには、大手
出版社に勤めていた素晴らし
い経歴をもつ男性が、52 才で
出版社を辞め、南の島に移住してこの島に人生を捧げた
話が書かれています。79 歳になる今なおこの島の発展を

第 4 日目 6 月 6 日(土) 市内観光、開会本会議参加

夢見ているという姿に感銘を覚えます。彼は、「経済の成
長が全てと言う時代はもう終わったのではないか」と言っ
ています。人間に必要なものはすべてできてしまって、で
もそこで経済の発展を止めるわけにはいかないから、必
要のないものをつくって、必要だ、必要だという情報をみ
なに与えている時代なのだと彼は言っています。私もそう
思いますね。
次に、P.17「事業継承の準備はお早
めに」をご覧下さい。面白い本の紹介
第 5 日目 6 月 7 日(日) サンパウロからイグアスへ

があります。タイトルは『後継者がいな
い！バカ息子より猫に会社を継がせ
たいと考えている経営者へ 中小零細
企業の為の賢い会社の継がせ方』という画期的な本です。
私も実はこの本を買いました。しかしまだ読んでいません
（笑）。経営者は事業継承を円満に成し遂げてこそ、真に
企業経営に成功したと言っても過言ではないと書かれて
いますので、早速読んでみようと思います。

国際大会報告

田中会員
田中会員

第 1 日目 6 月 3 日(水) 成田からトロントへ
第 6 日目 6 月 8 日(月)
イグアスからリマへ

第 7 日目 6 月 9 日(火) リマからマチュピチュへ

第 9 日目 6 月 11 日(木)

リマからピスコへ

第 10 日目 6 月 12 日(金)
リマからトロントへ
第 8 日目 6 月 10 日(木)

マチュピチュからリマへ

第 11 日 12 日目(土・日) トロントから成田へ

出席報告

落合（喜）会員
落合（喜）会員

田中会員
田中会員：
会員： 新年度も宜しくお願いします。

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

深瀬会員：
深瀬会員： 渋谷会長、これからよろしくお願いします。

38

21

17

0

10

81.57%
81.57%

大作会員：
大作会員： まだまだ梅雨ですね。梅雨が晴れると急に熱帯

スマイル報告

落合（喜）会員
落合（喜）会員

渋谷会長：
渋谷会長： 1 年間よろしくお願いいたします。
折原幹事：
折原幹事： 1 年間幹事として皆様にはお世話になります。
宜しくお願い申し上げます。

廣井会員
廣井会員：
会員： 1 年間ご協力ありがとうございました。渋谷年度
も頑張って応援、協力致します。

夜です。

武井会員：
武井会員 ： 本年度会長、幹事一年間よろしく。前会長、幹
事一年間ご苦労様でした。

田中会員：
田中会員 ： 渋谷会長、折原幹事、本年度よろしく、また廣
井、古谷直前会長。幹事さん、難しい「とき」を無事終了。
本当にご苦労様でした。

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 渋谷年度より私、親睦委員長になりました。

矢島会員：
矢島会員： 渋谷会長・折原幹事年度よろしくお願いします。

退会防止のため、楽しい企画を沢山行い、会員皆さんか

関口会員：
関口会員： 渋谷年度、本日より正式スタートです。6 月は世

ら喜ばれるようガンバリます。

栗原会員
栗原会 員 ： 渋谷年度の繁栄をご祈念します。最初から言
い訳しないように。

加藤会員
加藤会員：
会員： 南米の話楽しみにしていました。ありがとうござ
いました。

石井会員
石井会員：
会員： 渋谷年度最初の例会です。会長を補佐して、全
力を尽くしますので、ご指導の程よろしくお願い致します。

界大会、バンコクロータリーとドサまわりでした。

新井会員：
井会員：篠原会員:
篠原会員:真中会員：戸賀崎会員：馬場会員
渡辺（嘉）会員、中野会員

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３０，０００円
３０，０００円
３０，０００円
３０，０００
円
１，２００，０００円

