会 長 あ い さ つ
会長 田口 修身
皆さん、こんにちは。今日は
マリアナさんに卓話をお願いし
てあります。昨年8月24日に来
日して9ヶ月近くになります。
日常生活の会話はだいぶ上達し
ているのは皆さんご存知のとお
りです。ブラジルでは、前回のサッカーのワールド
カップに引き続き、この夏にオリンピックが開かれ
ます。しかし、ルセフ大統領が政府の会計決算を粉
飾したということで弾劾決議がされています。職務
停止になりオリンピックは大統領不在での開催と言
う異常事態のようです。難しい話はなしにして、マ
リアナさんには日本で学んだこと僕たちの知らない
ブラジルのことを教えていただければと思いますの
でどうぞよろしくお願いします。
先週、10日にパナマ文書がいっせいに公開されま
した。世界中のグローバル企業や富裕層が節税のた
めにタックスヘイブン・租税回避地といわれる国に
法人を設立しています。どんなグローバル企業でも
行っていることですが、国の指導者が個人資産の節
税のために行うと大きな非難を浴びることになりま
した。アイスランドの首相が発覚から2日目に辞任
したくらいです。
実は私も10年以上前になりますが、外資系の現役
のサラリーマンであった時に新規事業を立ち上げま
した。ケイマン諸島だったと思いますが法人を設立
しました。まさにタックスヘイブンの利用です。既
にその会社はクローズしています。パナマ文書で会
社 や 個 人 名 が 検 索 で き る と い う の で 、 「 Osami
Taguchi」を検索しましたが出てきませんでした。
ちょっと残念でした。今回、公開された会社は、あ
のパナマの法律事務所を利用して法人を設立した会

社のリストのようです。従って他のNYの法律事務
所を使って設立した会社もありますので膨大な数
になると思います。
今 週 は 北 東 ロ ータ リ ー ク ラブ の 25 周 年と 大 宮
ロータリークラブに60周年式典があります。北東
は大宮西がスポンサークラブで親クラブになりま
す。大宮は大宮西の親クラブです。両方ともお祝
いに行ってまいります。北東には大竹先輩・林先
生も一緒にお伺いすることになっています。
今日の例会もよろしくお願いします。

お客様ご紹介

中村雅之 副会長

埼玉栄高等学校 インターアクトクラブ
顧問教師 小峯麻衣 様
住友三井オートサービス株式会社 さいたま支店
支店長 兒玉龍治 様
2750地区 東京中央ロータリークラブ 北崎 隆 様
株式会社テクノロジーONE
代表取締役 押野一郎 様
青少年交換学生 Mariana Ramos de Carvalho
マリアナ・ラモス・デ・カルバーリョ さん

お客様ご挨拶
埼玉栄中学高等学校
インターアクトクラブ
代表監督 奥
章 様
顧問教師 小峯麻衣 様
皆様こんにちは。この度は貴重なお時間をいた
だきましてありがとうございます。田口会長をは
じめ、大宮西ロータリーの皆様にはいつもあたた
かいお声がけをいただき、大変お世話になってお
ります。ありがとうございます。
埼玉栄高等学校インターアクトクラブは吹奏楽
部と兼部しており、今年は７０名の新入部員を迎
え、１８５名の部員で毎日活動しております。昨年度

はお陰様を持ちまして全国大会で２年ぶり１８回
目の金賞をいただくことができました。また、東
日本で震災した岩手県での「いわて吹奏楽祭
2015」に呼んでいただき、復興を願う活動に携わ
ることもできました。
そして、今年も第４０回定期演奏会を大宮ソ
ニックシティ大ホールにて６月４日（土）に開催
させていただく運びとなりました。４０回目とい
う節目ということもあり、部員一同より一層心を
込めて練習に励んでおります。昼の部、夜の部と
２回公演を行う大きな演奏会ですが、ロータリーの皆
様にも毎年ご多用中にも関わりませず足を運んで
いただき、大変嬉しく思っております。今年もぜ
ひ皆様のご来場を心よりお待ち致しております。
私達は音楽を通して、地域との関わりや世界と
のつながりを感じながら、奉仕の気持ちを育て、
社会貢献への気持ちを培う教育を目指しておりま
す。今後とも応援よろしくお願い致します。
本日はありがとうございました。

この度、弊社お取引先様であります株式会社サ
イ サ ン 田 村 常 務 よ りご 紹介 い た だ き 、 大 宮 西
ロータリークラブに入会させていただくこととな
りました。どうぞ宜しくお願い致します。
弊社は、自動車リースを主業としております。
比較的新しい業界に思われがちですが、昭和５６
年設立であり老舗の部類に入ると思います。全国
に営業拠点がありますので、様々な地域に勤務す
ることとなりますが、私は、「勤務地を愛し、勤務
地に貢献する」ことをモットーとしております。
現在、戸田市に住居を構え、妻と８カ月の娘と
楽しく暮らしております。これからは埼玉、大宮
を地元とし、更なる地域貢献をしていきたいと考
えておりますので、皆さま、ご支援ご指導のほ
ど、宜しくお願い致します。

幹事報告

幹事

小木曽賢己

入会式
✿入会者 兒玉龍治様 ご紹介
田村戸一 会員
この度入会されます兒玉龍治さんのご紹介をさせ
て頂きます。兒玉龍治さんは昭和43年11月9日生ま
れの47歳です。お勤め先は住友三井オートサービ
ス株 式会 社様 でシ ー ノが 事務 所に なって おりま
す。 そち らの 埼玉 支 店の 支店 長を されて いらっ
しゃいます。住友三井オートサービス様の保有管
理台数は60万台ほどありまして売上高は、2140億
円と いう こと で、 全 国の 47 拠点に 構えて いらっ
しゃいます。当社は営業車両とし約900台をリース
しております。任意保険もセットで加入できると
いうことです。こちらの住友三井オートサービス
様に保険もセットでお願いするということで車検
切れ、保険切れの無いような長所もございます。
昨今では安全運転ということでモービルアイとい
い安全距離を保っていないとブザーが鳴るような
安全装置を付けており運用している訳です。
現在は戸田市にお住まいで、ご家族は奥様とお
嬢様ということです。詳しいお話はご本人から紹
介して頂きます。どうぞ兒玉様を宜しくお願い致
します。

1、「熊本地震災害支援」義捐金の件ですが、皆
様にご協力いただきましてありがとうございま
した。５月１１日に金８１、０００円を地区の
指定口座に振り込み致しました。一日も早い復
興を願う次第でございます。
2、次週２３日例会は、ゲスト卓話として石三会
員ご紹介の、さいたま商工会議所会頭でいらっ
しゃいます、佐伯鋼兵（さえき・こうへい）様
の卓話を予定しております。お楽しみにしてい
ただきたいと思います。

委員長報告

新見和男 会長エレクト

・本日18時より次年度委員長・理事・役員会議を
道山閣にて開催致します。ご出席の皆様宜しくお願
い致します。
・次年度委員会構成表をご用意致しましたので、
ご希望の委員会をご記入下さい。

☆入会者ご挨拶
住友三井オートサービス株式会社
さいたま支店
支店長 兒玉龍治 様

皆さん、こんにちは。住友三井オートサービス㈱
さいたま支店長をしております兒玉と申します。

インターアクト委員会
島村まり子 委員長

・埼玉栄高等学校定期演奏会は素晴らしく、感動
します。大勢のお申し込みをお願い致します。
また金曜日までに事務局宛てにお願い致します。

お祝い(ご出産)

佐々木裕二 会員

卓話：青少年交換学生

Mariana Ramos de Carvalho
マリアナ・ラモス・
デ・カルバーリョ さん

皆さん楽しんで下さい。
地区4760
地区4760、ブラジル
4760、ブラジル
トピック
・ブラジルのロータリー
ブラジル：地理、動植物、
経済、分解と芸術、スポーツ
ロータリー(
ロータリー(ブラジルで)
ブラジルで)
・2391クラブ
・38地区
・５８，１２２ロータリアン
・地区4760
・８６クラブ
・２，２６６ロータリアン
ペロオリゾンテで
・22クラブ(２地区)
・５２９ロータリアン
地理
正式名称：República
República Federativa do Brasil
場所：南アメリカ（大陸の47
場所：南アメリカ（大陸の47％）
47％）
首都：（1960年から）ブラジリア
サイズ：8514876平方キロメートル。世界で5番目
に大きな国です。
人口人口：2億人ぐらい（2013年）
人口密度：平方キロメートルあたり24人（2014
年）
境界：23086キロ（10カ国・7367キロメートル大
西洋で15791キロメートル）
政治部門：26の州と1連邦区。
言語：ポルトガル語。
フラグ：緑（森林）、黄色（金）、青（空）とフ
レーズ「オルデンエプログレッソ」（秩序と進
歩）
宗教：73.8％のカトリック。15.4％の福音主義
者。7.4％の非宗教的。1.3％スピリット。2.1％
その他。

アマゾン：地球上で最も多様な生物群系。ブラジ
ルの領土の約60％をカバーしています。
ブラジルの気候：熱帯。
平均温度：25摂氏。
雨季：11月-3月。
乾季：4月-10月。
地理：ミナスジェライス
サイズ：586528平方キロメートル
人口：2千100万人ぐらい（2016年）
首都：ベロオリゾンテ 。
写真（自然の美）
植物、動物

経済
GNP: \181兆(2015年)
GNPの成長: -4% (2015年)
インフレーション: 10,7% (2015年)
通貨: リアル
R$ 3.25 = \100 (5月9日, 2016)
文化と芸術・カーニバル

会員卓話・
イニシエーションスピーチ

冨加見俊彦 会員

本日は貴重な時間を頂き有難うございました。
イニシエーションスピーチという事で自己紹介を
させて頂きます。昨年の4月に前任の皆尺寺の後任
として入会させて頂きました。
私は1971年に熊本市で生まれました。皆様ご承
知の通り、4月14日と16日に大きな震災があり、今
でも累計1400回以上の余震が続いております。死
者が49名、1万人以上の方々が避難生活を送ってい
ます。ロータリーのメンバーの皆様には義援金を

頂き誠に有難うございます。熊本県民を代表し心
から御礼申し上げます。
保険業界としては今回の震災で600億～800億の支
払いになる見込みで、阪神淡路大震災が783億円
だったので超える見込みといわれています。ちな
みに東日本大震災の際は1兆2000億の保険金が支払
われております。
熊本はもともと隈本となっており、隈は「おそ
れる」という意味がある事から加藤清正が熊本へ
変更したと言われております。熊本城は日本三大
名城（姫路、松本、熊本）と言われておりお城へ
行って良かったランキングで1位になっています。
石垣に特徴があり、敵がよじ登ってこないよう武
者返しと言ってカーブになっています。震災で大
きな被害が出ており、復旧まで20年以上もかかる
と言われています。
熊本は180万人の人口で、トマト、い草、葉タバ
コ、スイカが生産量日本一となっています。有名
人としては水前寺清子、八代亜紀、コロッケ等が
います。くまモンがゆるきゃらグランプリで優勝
したあと、知名度が上がりました。キャラクター
使用料を0円にしていることが大きいと考えます。
食べ物としては馬刺し、ラーメン、タイピーエン
という春雨スープなどが有名です。
高校は熊本県立濟々黌高校を卒業しました。昭
和33年に春の選抜高校や野球で優勝しています。
当時は広島の監督になった古葉選手がいました。
高校の同級生にくりぃーむしちゅーの二人がお
り、有田とは今でもゴルフに行っています。
社会人になり大東京火災に入社し、合併を繰り
返して現在の会社となっています。昨年4月に埼玉
勤務となりロータリーメンバーになりました。
以上簡単ではありましたが少しでも私を知って頂
くきっかけになれば幸いです。最後に改めて熊本
震災に関する皆様のご支援に感謝致します。是非
熊本特産物を目にしたら購入して頂けると復興支
援になりますのでよろしくお願い致します。

～次 回例会案 内～
次回例会の会員卓話では、本年度会員増強委員
長として大活躍をいただいております、高橋誠一
会員にご登場いただきます。
皆様ぜひ奮ってご参加ください！

