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益子伸明会長
国歌斉唱・奉仕の理想
柴田会員 清水会員

※出席報告
会員数
３１名

出席者数
２９名

出席率
93.10 ％

前回修正
84.00 ％

会長の時間
益子伸明会長
『ロータリーのビジョン声明
知っておくべきこと
（ＲＩのホームページより）』
ステファニー A アーチック：
ロータリー戦略計画委員長。キャノンズバーグ・ヒュー
ストン・サウスポイント・ロータリークラブ（米国ペンシル
ベニア州）所属。ロータリー財団管理委員、Ｒ財団地
域コーディネーター、地区大会会長代理を歴任。
およそ 3 万人のロータリアン、ローターアクター、学
友が 2017 年の戦略計画調査「ロータリーの未来に向
けたビジョン」（3 年ごとに実施）に参加しました。この
調査では、現在のロータリー、そしてロータリーの将来
像について回答者に意見を求めました。
戦略計画委員会調査ワーキンググループの指揮の
もと、グラントソントンのコンサルタントからのアドバイス
や情報を得て作成された 2017 年調査は、ロータリー
の未来に関する戦略計画とビジョン構築のためにフィ
ードバックを集めることが目的でした。新しいビジョン
声明は、今後 3 年間にわたるこの取り組みの最初の
部分となるものです。
ビジョン声明には、私たちが目指す未来、そして世
界中にもたらしたい影響が反映されています。この声
明は私たちの目標を掲げるものであり、一方で戦略計
画はその達成方法についてまとめたものです。戦略

例会の記録

計画はプロセスであり、1 回切りの出
来事ではありません。また、ビジョン
声明と戦略計画がどちらも理事会
室で作られたものでないとロータリア
ンが知っておくことが大事です。
アンケート調査の後、戦略計画委
員会とグラントソントンはロータリアン
や一般の人、ロータリーリーダー、
ステファニー A アーチック
学友、ローターアクターなどを対象
に、数えきれないほどのフォーカスグループや詳細な
インタビュー、ディスカッションを行い、さまざまな意見
を収集しました。このようなすべての過程を通じて、
100 万人以上の人からビジョン声明に関する意見をい
ただきました。
世界中であらゆる要素を検証し、これらがロータリア
ンとノンロータリアンの両方にとって文化的に適切なも
のとなるようにしました。これらの要素を 24 単語でまと
めたのが「ビジョン声明」です。
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため
に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指して
います。
プロセスの 2 年目には、ロータリーをビジョンに近づ
けるための「優先コンセプト」の調査を開始します。世
界各地でこれらのコンセプトを検証し、フォーカスグル
ープを重ね、すべての地域、言語、文化で共感を得
られるような内容にすることを目指しています。3 年目
には、戦略と具体策の策定と承認が行われ、地区とク
ラブにこれを実践してもらってフィードバックを提供す
るようお願いする予定です。
クラブや地区のリーダーとして、ビジョン声明を会員
に伝え、クラブが期待する未来をこの声明がいかに反
映しているかを考えてみてください。皆さまのお考え
を基に、この先ロータリーが発展するための戦略計画
を立てていきます。

■日本人のビール離れが止まらない。
大手４社の「生き残り」対策
栫井駿介（かこいしゅんすけ）
株式投資アドバイザー、証券アナリスト
WEB マガジンよりの抜粋

ビール会社と言えば、アサヒ、キリン、サントリー、サ
ッポロの 4 社（オリオンを入れると５社）がしのぎを削っ
ているが、全ての会社で 13 年間売上げ減が続いてい
る。買収や多角化などで、企業として連結での売上げ
は確保しているが、ビールに関しては全社が敗北して
いる。
最近では「RTD(Ready to Drink)」と呼ばれる商品が
好調である。簡単に言うと、缶を開けたらすぐに飲め
る酎ハイなどのジャンルである。この RTD も「ほろ酔い」
系のものと「ストロング系」の２つが伸びている。
これからは「まずはビールで」という言葉は使われな
くなるのかもしれない。

幹事報告

浜野幹事

・『2018-19 年度 第 2570 地区 年間活動予定表』
・『派遣交換学生 月次報告書』
・『平成３０年狭山市入間川七夕まつり協賛のご依頼』
８月４日(土)、５日(日)
・受贈会報 所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ
・回
覧 第３Ｇ次年度役員・理事のお知らせ
新狭山 RC 所沢西 RC 所沢東 RC
飯能 RC

｢外来卓話｣･････
『第４２期日豪青年相互訪問
の記録』
国際交流委員会 林 康雄 様
2018 年１月２１日（日）例年にも増
して極寒の地となった埼玉へ成田空港からバスで西
豪州チーム１２名が到着した。その日の夜は恒例のウ
エルカムパーティーが川越市で開催され、豪州チー
ムは全員日本語で自己紹介を行った。ある青年が「ご
清聴ありがとうございました」と締めくくった時は会場が
どっと沸いた。
翌２２日（月）太田市のスバル自動車工場の見学を
終えた頃から雪が降り出した。雪のため各ホストファミ
リー宅への帰途に長時間を要したが、数時間の車内
は、日本チームと豪州チームが相互に打ち解けるの
に良い時間でもあった。
２３日（火）東京浅草で草津白根の噴火を知る。豪州
チームが楽しみにしているスキーツアーの目的地だ。
しかし、若者は仲良くなるのが早い。英語のジョークが
飛び交う芝増上寺の宿坊泊。翌２４日（水）は八角部
屋の朝稽古を見学し草津の状況を時折チェックしな
がら、首相官邸と国会議事堂を訪問。２６日（金）は大
宮の鉄道博物館と盆栽美術館へ入館し、翌２７日(土）
若者達は東京ディズニーランドへ繰り出していった。
安全を考慮し２９日（月）から３１日（水）の草津スキ

ーツアーは行程を少し変更し、世界遺産となった富
岡製糸場を見学し、草津ではスキー場へ行かず湯畑
などを巡り、帰途に北軽井沢で数時間のスキー体験
の時間を設けるプログラムへ変更した。
２月１日（木）は立教大学新座キャンパス内でテーマ
を与えて大学生と英語でワークショップを行った。同
日夕刻、全ホストファミリーが集いファウエルパーティ
ー。若い団員とホストファミリーと委員会が一体となっ
て豪州チームを迎えた２週間でした。
３月３日（土）今度は、日本チームが豪州へ向かうため
羽田空港に集結した。日本チーム８名（青年５名・RC
会員２名・夫人１名）は豪州チームとの再会に胸躍ら
せて１６時１０分の便で飛び立って行った。香港を経
由してパース国際空港へ到着したのは４日（日）の６
時である。現地は３０度を超える日本とは正反対の気
温です。
団員達は、空港から各ホストファミリー宅へ向かい、
しばしの休息となるが、笠原副団長はホストファミリー
宅へ向かう途中で豪州ロータリークラブのシーサイド
クリーン奉仕活動へ飛び入り参加した。
５日（月）パース造幣局へ訪問し夕方からウエルカム
パーティーが第 9455 地区ガバナーLindsay Dry 氏を
はじめとする約７０名程の出席者に迎えられて“Mt
Lawley Golf Club”で開催された。在パース総領事平
山夫妻も来賓として出席されていました。日本チーム
全員が素晴らしい English スピーチをいたしました。
６日（火）晴天で気温３６度、強烈な日差しの中
“Caversham Wildlife Park”でオーストラリアの動物と
の触れ合いました。７日（水）はマードック大学を訪問
し木陰の下で同大学の学生とデスカッション交流会と
なりました。８日（木）西オーストラリア州議会を訪問。９
日（金）珍種のクオッカが生息するロットネス島へ。１２
日（月）３泊４日のサウストリップへ出発。「多くのロータ
リアンがこのプログラムの為に一銭にもならないのに
何故参加しているのか？」「ロータリーの意味は何な
のか?」中川団長の問いかけに対して、若い団員達か
らは多様な意見が出された。最も重要なのはこれ等
のことを深く考えていくこと。バーベキューの夕食を食
べながら国際交流についても有意義なディスカッショ
ンがなされました。一人の女性団員が突然泣き出した。
彼女はたくさんロータリアンの奉仕に対し感銘を受け
たのでした。
アボリジニ（先住民）体験は陽気なオーストラリア人
が一瞬真顔になるときです。西洋列強の移民者に駆
逐された先住民を理解すること、彼等の生活文化を
尊重すること、支配した者の心の葛藤を窺い知る瞬間
です。
１７日（土）フェアウエルランチパーティーでは、団員
達が協力した「漢字ゲーム」で会場を盛り上げたようで
す。１８日（日）１５時、成田空港へ長旅を終えた日本
チーム全員が無事帰国致しました。

地区国際奉仕部門国際交流委員会委員長
林 康雄様（志木ＲＣ）
本日はお世話になります。
益子君 国際奉仕部門国際交流委員会委員長 林
康雄様、本日の卓話宜しくお願い致しま
す。
浜野君 国際交流委員会委員長 林 康雄様、ようこ
そお越し下さいました。卓話楽しみにしてい
ました。宜しくお願い致します。
江原君 本日の会長の時間は国際奉仕部門国際交
流委員会委員長でいらっしゃる林 康雄 様
がお話しをして下さるという事で楽しみにし
ております。宜しくお願い致します。
稲見君 国際交流委員会 林康雄委員長、指導宜し
くお願いします。
奥富君 体調優れず休みが多いです。
佐藤君 本日の卓話、国際奉仕部門国際交流委員
会委員長 林 康雄様、ようこそホンダとお
茶の町、狭山へお越し下さいました。卓話
楽しみにしております。
清水君 本日のお客様、国際交流委員会委員長
林 康雄様、お忙しい中有難うございます。
宜しくお願い致します。
会員誕生
夫人誕生
結婚記念

小島君 守屋君 清水君
東君 古谷君 渡邊君 吉松君
東君

◆次の例会
６月 1９日（火） 18：30～
益子年度慰労家族同伴夜間例会
６月２６日（火） 12：30～13：30
第二副ＳＡＡ ： 田中会員 若松会員
クラブ協議会

