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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ

　皆様こんにちは。大寒も過ぎました
けれど、まだまだ寒い日が続いていま
す。健康には充分気をつけて下さい。
　本日も例会に多くの会員の参加をい
ただきありがとうございます。
　まず初めにお客様をご紹介します。
東海東京調査センター（マーケットアナ
リスト）の仙石誠様です。卓話をしてい
ただけるそうです。よろしくお願い致し
ます。
　昨日JTB埼玉支店 支店長の横溝
隆一会員の転勤が決まったとの報告
がありました。東京への移動だそうで

す。横溝隆一会員は平成３０年２月２８
日に入会されました。転勤が急なので
例会にはこられないとのお話です。後
任の方は甲府からの方に決まっている
そうです。書類がまだ届きませんので
入会氏名の発表はまだできませんが、
２月には移動例会が続きますので、２月
の初めには入会して欲しいと思ってい
ます。
　さて本日は埼玉りそな銀行大宮支
店 支店長の諏訪慶三会員にここに
座ってもらっています。私は元々浦和の
住人です。浦和の地で育ちました。私

から見ると大宮RC会員の皆様は大宮
の地元を代表する企業の人たちの集ま
りです。そして諏訪さんのような企業
の人たちも多く在籍しています。諏訪さ
んは私にとっては敷居の高い人ですが

「一年の始まりにふさわしい話」をして
もらいたいとお願いをしました。この機
会に仲良くしてもらおうと勇気を持って
頼みました。心よく引き受けていただき
ありがとうございます。私の持ち時間
の中ですので短い時間で申し訳ありま
せん。ではよろしくお願いします。

　皆様こんにちは。
　大変僭越ではございますが、冒頭何かお話
をと仰せつかりましたので、少しばかりお時間
をいただきたいと思います。
　経済のことを話してはとのことでしたが、

「2019年日本経済はどうなる？」的なことは、
賀詞交換や新聞テレビ等でたくさん情報が
溢れていますので、私がお正月に感じたこと、
そして大宮ロータリークラブに入会させてい
ただき、１年ちょっと経ちますが、ロータリーの
活動に結び付けてお話したいと思います。
　元旦の日本経済新聞の特集で、「つながる
100億の脳」という記事が掲載されました。

「テクノロジーの進歩が速度を増し、人類は
2050年に肉体や能力を超える。幸福のあり
方も根底から覆る未来。岐路に立つ人類は新
たな価値観を創り出す時にきている」という
見出しでした。人体最後のフロンティアとされ
る脳、人間が人間であるゆえんでもある脳の
潜在力が解き放たれようとしています。米国カ
リフォルニア大学では、人間の様々な細胞や
組織に育つiPS細胞から作った人工の脳か
ら、赤ちゃんの脳と似た脳波を確認しました。
京都大学の山中教授らがヒトiPS細胞の作製
に成功したと発表したのは2007年です。10
年余りで人類は、脳を作り出す未来をたぐりよ
せてしまいました。そして、2050年には、世界
人口およそ100億人が脳と脳、脳と機械でつ
ながる世界がやってくるという、非常にインパ
クトのあるメッセージだったと思います。
　確かに、この数十年間でテクノロジーは急
速に進化してきました。今後は更に、「AI」、

「量子コンピューター」、そして「ブロック
チェーン」の３つが世の中を大きく変えていく
と言われています。記事にも、AIが人間の知
性を超える『シンギュラリティ』について触れら
れていましたが、そういった時代の到来が現
実的になってくるのだろうと思います。

　一方で、日々仕事をしている銀行業という
ものを通して感じているのは、目と目を合わせ
ながら相手の気持ちを汲み取る感性や、お客
さまの心情へ響く応対などがとても大切だと
いうことです。知識や知見ではAIが人間を超
えられるとしても、感情やそのコントロール、お
客様に寄り添う感性などは、AIで実現するの
は難しいのではないかとも思います。
　何れにしましても、空飛ぶ車の実現など、科
学技術や医学、IT等は確実に進歩し、人間
の生き方や社会の仕組みも大きく変わってく
ると考えられます。このような時代に向かって
いるという時代感や歴史観を持って仕事をし
なければと、改めてこの正月に感じましたが、
一方、人の心に寄り添う感性も大切にしてい
く人間になりたいとも思いました。
　利他の心を養い、人を育てるとともに、献身
的な奉仕活動を行う世界的な団体である
ロータリーは、その底辺に人の心を感じ取る
という人間として不変であり続けたい精神が
流れていると思います。ロータリーに入会し、
奉仕、友愛、親睦、という言葉に接する機会を
多くいただきました。かつて Brief History 
of Rotary には、奉仕の理念とは、「他人の
ことを思い遣り、他人のために尽くす」という
解釈がつけられていましたが、まさにお正月
の新聞に目を通して、しみじみとロータリーの
奉仕理念は深いと感じました。
　話は変わりますが、私の胸には光り輝くロータ
リーのバッジとともに、色鮮やかなバッジが付け
られています。
　この色鮮やかなバッジ、これは持続可能な
開発目標、Sustainable Development 
Goals の頭文字をとつてSDGsと呼ばれて
おります。2015年９月の国連サミットで採択さ
れた、持続可能で多様性と包摂性のある社
会の実現のための2016年から2030年まで
の国際目標です。貧困や飢餓の撲滅、国内

外の不平等是正、持続可能な陸・海上資源
の保全や生産消費形態の確保など17の
ゴール、169のターゲットから構成され、地球
上の「誰一人として取り残さない」ことを誓っ
ています。SDGsは世界のすべての国が取り
組むべき目標であり、政府やNGOだけでな
く、民間企業等すべてのステークホルダーが
役割を担うことが期待されています。この
SDGsは、2020年の東京オリンピックで、調
達や運営に関わる企業に対して順守が条件
になったことで、より認知度が高まっており、今
後、投資融資判断や商取引の条件として、そ
の取り組みを重視する動きが加速しそうで
す。また、SDGsへの取り組み自体が新しいビ
ジネスチャンスにもなるようです。ビジネス＆
持続可能な開発委員会は、SDGsを達成する
ことで、「食料・農業」「都市」「エネルギー・
材料」「健康・福祉」の分野に全世界で年間
12兆ドルの市場機会がもたらされ、累計３億
8000万人の雇用が創出されるとしていま
す。今後グローバルビジネス展開の成功は、
SDGsへの取り組みがカギを握ると言われて
おり、手前どもだけではなく、武蔵野銀行の太
田さんや、証券会社の方 も々（大和証券の藤
沢さん、SMBC日興証券の木村さん、東海東
京証券の鈴木さん）、このバッジをつけられて
いるのはそのためです。
　ただ、この取り組み、とても素晴らしい取り組
みですが、よくよく考えてみますと、ロータリーの
取り組みがまさにそうなんだと思います。
　ロータリーは人道的な奉仕を行い、あらゆ
る職業において高度の道徳基準を守ること
を奨励し、かつ世界における親善と平和の確
立に寄与することを目指した事業および専門
職務に携わる人が世界的に結び合った団
体、利他の心を養い、人を育てるとともに、献
身的な奉仕活動を行う世界的な団体です。
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが
人々の健康状態を改善し、教育への支援を高
め、貧困を救済することを通じて、世界理解、
親善、平和を達成できるようにすることです。
　SDGsの取り組みも素晴らしいのですが、
市場機会とか市場規模などと、ビジネスの話
に結び付ける、これで民間企業の賛同を得て

いく素早い取り組みにつながるのはよく理解
できるのですが、やはり対価を期待しない献
身的奉仕活動であるロータリーの取り組みは
素晴らしいと改めて感じ入った次第です。
　「人類は一つです。世界中の貧困や飢餓
が減少し、社会が向上し、世界が平和になら
ない限り、私たちの真の平和はありません。」
長い歴史に裏付けされたロータリーの奉仕の
精神、これを読み返して、微力ながら少しでも
お役に立てるように努力をしていかなければ
と、自分自身を戒めたお正月でもありました。
　年初から株価も大きく動くなど、変化の激
しい不安定な時期にあります。特に今年は、
米中、米朝の動きなど、グローバル経済に
様々なリスクが発現する可能性もあると考え
ています。
　但し、変化の激しい、不安定な時期ほど短
期的な変動に惑わされず、ぶれずにしっかり
と未来を見据えていきたいと考えています。
今年一年、皆さんと一緒に未来を見据えてい
きたいと思いますので、よろしくお願いします。
　はなはだ粗雑な話でしたが、ご清聴ありが
とうございました。
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浅野　仁

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

（大宮ロータリークラブ会員）大 宮 人
諏訪　慶三埼玉りそな銀行　大宮支店　支店長
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次回例会案内
2019 年 2 月 6 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮
新会員自己紹介：

名鉄観光サービス株式会社　さいたま支店
 支店長　関野泰樹 会員

当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

よろしくお願いします。
〈仙石　誠〉

仙石様、鈴木さんの無理な
お願いお聞き頂き、ありがと
うございます。
〈江本尚浩〉

本日は冒頭、ご挨拶をさせ
ていただくお時間をいただ
き、ありがとうございました。
〈諏訪慶三〉

諏訪さん誠にありがとうござ
います。
〈浅野　仁〉

諏訪さん、藤澤さん、お話
ありがとうございました。
〈江本尚浩〉

藤 澤さん、鈴 木 基由さん、
仙石様、卓話ありがとうご
ざいます。
〈櫻井義久〉

大和証券大宮支店長 藤澤正
博会員、卓話よろしく
〈小川和信〉

東海東京調査センター仙石
誠様、本日の卓話ありがとう
ございます。
〈小川和信〉

藤澤さん、仙石様卓話あり
がとうございます。
〈浅野　仁・鈴木俊一・進藤博司・内藤
考三・竹田裕司・清水啓生・戸井田修・
飯野耕司・山本和保・岩瀬雄一・本間　玲〉

仙石様・藤澤様本日卓話よ
ろしくお願いします。
〈川島利雄〉

本日の卓話、よろしくお願
い致します。
〈鈴木基由〉

藤澤さん、鈴木さん卓話よ
ろしくお願いします。
〈矢崎直良・岸　　聡〉

仙石さん卓話ありがとうござ
いました。
〈北村匡央〉

大和証券藤澤さん、東海東
京証券鈴木さん、貴重なお
話ありがとうございます。
〈小坂良二・祝原英隆〉

戸井田さんひさしぶりです。
今日は MC ありがとうござい
ます！
〈三浦　守〉

戸井田さん司会ありがとうご
ざいます。
〈岩田尚明・飯野耕司・小林康一〉

藤澤さん、鈴木さん勉強にな
りました。これで私も億り人

（おくりびと）になれるかな…？
〈福島謙二〉

お客様ようこそ
〈星野晃一郎・関口　茂・森　正志〉

なかなか出られなくて申し訳
ございません。
〈小林憲樹〉

本年もよろしくお願い申し上
げます。
〈大竹　敦〉

モイラを 26 日（土）鈴木俊
一会員のお宅にバトンタッチ
致します。3 カ月近くたくさ
ん思い出が出来ました。感
謝！
〈兼杉文子〉

新会員の関野です。
改めまして宜しくお願いしま
す。
〈関野泰樹〉

早退します。
〈岩井良彦〉

ニコニコボックスのご報告

1月 23日 第 3119 例会 79 名（73 名） 45 名（61.64%）

1月 9日 第 3117 例会 13 名（63 名） 82.89%

ご協力ありがとうございました。

1月23日の合計金額 39,000円
（ 1月23日までの累計金額1,266,000円 ）

　東海東京調査センター 仙石　誠シニアエクイ
ティマーケットアナリストに今後の株式市場につ
いて解説をいただき、2019 年の良好な需給環境
から昨年の高値更新も夢ではないとの見通しを
伺いました。

　本日は年初という事で本年の株式相場と干支
に絡めたお話と、今年以降の相場のテーマになり
えるSDGs（Susta inable Development 
Goals）についてのお話でした。

株式会社 東海東京調査センター　マーケットアナリスト
仙石　誠 様

大和証券株式会社 大宮支店 支店長
藤澤正博 会員

「『今年の景況』について」

マルチプル・ポールハリス・フェロー・ピンの贈呈［岩田会員］ 委員会報告［星野会員］

MC［戸井田会員］ ベネファクター表彰状・ピンの贈呈［福島会員］ 幹事報告［三浦幹事］

出席率の報告［山本会員］ ニコニコボックスの報告［森会員］

大和証券株式会社
大宮支店　支店長
藤澤正博会員

株式会社 東海東京調査センター
マーケットアナリスト
仙石　誠様


