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第 1209 回( 2 月 19 日)
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ

清水幸彦会長
我らの生業
渡邉会員 江原会員

例会の記録

少に伴う売り上げの減少、仕入れの高騰で利益が
ついてこない厳しい時代です。あくなき企業努力
の継続と、ジュースや水の値上がりを期待して、今日
のお話とさせていただきます。

※出席報告
会員数
32 名

出席者数
29 名

出席率
93.55 ％

前回修正
-

本日のお客様紹介
< 菊田邦彦 副会長 >

会長の時間

清水 幸彦

会長

本日は小谷野市長をお迎
えしておりますので、私の
仕事のことを少しだけお話
させていただきます。

私が今の仕事に就いたのは、今から 50 年程前のコ
ーラが市場に出始めた頃でした。当時コーラ 1 本
35 円。牛乳が 20 円くらいでしたのでとても高い
飲み物でした。
それからコーラは瓶から缶へと変わり、飲料自動
販売機の普及とともに急成長しました。
自動販売機のコーラ 1 缶の値段は、当初 80 円から
すぐに 100 円になり、1 箱（24 缶）の利益が 1000
円と、今では考えられないような高利益率の時代
でした。それから 20 年ほど後、ＵＣＣの缶コーヒ
ーが登場し、色々なメーカーの缶コーヒーが出回
るようになって、更に 20 年成長し続けました。
私がこの仕事をはじめて 40 年間は飲料自動販売
機の黄金時代でした。良い時代でしたね。
現在は、炭酸飲料やコーヒーに替わって、お茶、
水が人気となり、と同時に、自動販売機の利用減

狭山市長 小谷野 剛 様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・3 月 18 日(月)新狭山ＲＣ例会ＭＵ参加の案内
・1 月 29 日「市内 2 ｸﾗﾌﾞ新春合同例会」収支報告
・3 月 5 日(火)例会のタイムスケジュールの確認
・受贈会報 入間ＲＣ 飯能ＲＣ
・回
覧 所沢ＲＣ例会変更
所沢西ＲＣ 〃

古谷博会員より報告
青少年交換留学生アクセルさんの
ホストファミリーに！
2 月 11 日～3 月 3 日の間、
アクセルさんを預かっ
ています。
皆さん、お子さんやお孫
さんを連れてどうぞ遊
びに来てください。
以前オーストラリアの
留学生を預かったこと
がありますが、ホストフ
ァミリーは大変なことばかりではありません。
良いことがたくさんありますので、留学生の受け
入れを積極的に考えていただきたいと思います。

卓 話

■内政上の危機に対する世代を超えた危機感

市政について

■仕組みを変えよう ＜高齢者福祉＞

狭山市長

小谷野 剛 様

■平成経済の移り変わり
■仕組みを変えよう ＜環境政策＞

■先送りされ続ける根本的な問題

■仕組みを変えよう ＜強い財政を＞

■制度が変わり激減する法人市民税
■仕組みを変えよう ＜産業振興・企業支援＞
補助金を支給しないと企業は狭山市に来ないのか？

■人口減少を嘆いても始まらない

■仕組みを変えよう ＜入曽駅周辺整備＞

■仕組みを変えよう ＜学力向上＞

学力の格差は学校だけの努力だけでは解決しえない！

■仕組みを変えよう ＜児童虐待＞

2018 年 FIFA ワールドカップ
（乾選手がゴールを決めた時）

皆さんがこの写
真の中にいると
したら
一体何処にいま
すか？

皆様には是非選手の輪の中にいてほしい！

■仕組みを変えよう ＜観光＞

私は、
、
、
、
、喜びの輪の中にいない、みんなが
喜んでいる時は次の事を考えて歩き出してい
る 長谷部選手 でありたい。
そう思っています。

＊狭山市長 小谷野剛様、ありがとうございました。最後に素敵な言葉を頂きました!!

清水(幸)君小谷野市長、本日はお忙し中お越し頂
きありがとうございます。卓話楽しみ
にしています。宜しくお願い致します。
佐々木君 小谷野市長、お忙しい中当クラブへお
いで下さりありがとうございます。
「市
政」の卓話楽しみにしています。
東君
「小谷野市長効果」で本日の例会は出席
率が高いです。
江原君
狭山市長小谷野剛様、お忙しい毎日を
お過しかと思いますが、そのような状
況の中、本日は当クラブの例会にお越
し頂きまして誠にありがとうございま
す。卓話を楽しみにしております。宜
しくお願い致します。
寶積君
小谷野市長、本日は卓話心より楽しみ
にしております。宜しくお願い致しま
す。
菊田君
狭山市長小谷野剛様、お忙しい中卓話
ありがとうございます。楽しみにして
いました。
小島君
狭山市長小谷野剛様、お忙しい中よう
こそおいでいただきました。お話楽し
みにしておりました。
栗原(成)君小谷野市長、卓話をありがとうござい
ます。来たる選挙も頑張って下さい。
益子君
小谷野市長、本日はようこそいらっし
ゃいました。卓話楽しみにしていまし
た。宜しくお願いします。
宮岡君
小谷野市長、本日はご苦労様です。今
年は市長選挙です。再選目指して頑張
って下さい。
沼崎君
小谷野市長、よくいらっしゃいました。
御多忙の折ありがとうございます。将
来の夢を語って下さい。
小幡君
小谷野市長、お忙しい所当クラブへお
いで頂きありがとうございます。狭山
市が活気あふれる街になる様、舵取り
宜しくお願いします。
奥富君
小谷野市長、今日の卓話宜しくお願い
します。
柴田君
小谷野市長、本日は大変多忙な中、私
達ロータリークラブにおいで頂きあり
がとうございます。現状の市政をお話
しいただければ幸いです。
清水(武)君小谷野市長 卓話ありがとうございま
す。
田端君
狭山市長小谷野市剛様、本日狭山中央
ＲＣにての「市政について」大変楽し
みにしております。ありがとうござい
ます。

若松君

渡邉君

小谷野市長の今日の卓話楽しみにして
いました。宜しくお願いします。
少しだけ早退します。
狭山市長小谷野剛様、お忙しい中当Ｒ
Ｃへお越し頂きありがとうございます。
本日の卓話を楽しみにしておりました。
どうぞ宜しくお願い致します。

◆ 次の例会 ◆
3 月 12 日（火）
第 2 副 SAA：稲見会員 片山会員
外来卓話：社会福祉法人 至福の会
本部長 大野 裕一様

