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皆様、こんにちは。平成29年早
くも2週間が過ぎてしまいました。
昔から『一年の計は元旦にあり』
と言いますが毎年、年初に今年
こそはやってやると、どうしても
過大な目標や夢を描いてしまいがちです。
本当は、等身大の目標や夢を持つべきなのでしょ
うが、年の初めだからどうしても多少欲張ったもの
になってしまうのは仕方のない事だと思います。
さて、今年の『大寒』は20日ですが、昨年の11月
に季節外れの降雪があったりして、ここ数年は地球
温暖化に逆行する天候が続いており何か気になりま
すよね。
地球温暖化と聞くと誰もが気温が上昇して暖冬に
なるというイメージを持つかもしれませんがある研
究によりますと、このまま地球の温暖化が進行すると
日本の冬は今よりも寒くなるという見解もあります。
確かにここ数年日本の冬は異例の大雪や全国的な
寒波に見舞われていますね。これらは単純な自然現
象ではなく実は地球温暖化が影響している可能性が
高いという事です。
こんな寒い冬の夜は日本酒の熱燗や焼酎のお湯割
り等で一杯なんて最高ですよね。
ところで、ドイツやベルギーでは冬にビールを温
めて飲む習慣があるそうです。ホットビールを作る
際は、はちみつやシナモン、砂糖などを入れてホッ
トに適した味付けがされています。
ホットビールが人気の理由は体が温まる、風邪の
予防になる、デザート感覚で味わえるなど何となく
体にいい飲み方という感じがしますよね。
寒い冬の夜はホットなお酒で冷え切った身も心も
『ホット』したいですよね。

高見様はじめパレスホテルの皆様、本日例会
2500回のキリ番例会に『お祝い善』で華を添えて
頂きありがとうございました。この場をお借りし
て御礼申し上げます。

お客様ご紹介

福田和子 副会長

Lon Gevity株式会社 代表取締役

青木 陽
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◇入会者 青木 陽様
陽様 ご紹介
次郎丸雄希 会員
青木 陽さんをご紹介致します。年齢は、昭和
62年生まれの29歳です。事業所名はＬｏｎ Ｇｅ
ｖｉｔｙ株式会社、代表取締役でいらっしゃいま
す。上尾市小敷谷にあり、事業内容はＩＴ業でＷ
ｅｂ制作、広告事業をされています。お住まいは
東京都板橋区で、独身です。趣味は、ビリヤー
ド、海外視察、市営ジムで筋トレだそうです。ど
うぞ、青木 陽さんを宜しくお願い致します。

☆入会者ご挨拶
Lon Gevity株式会社
Gevity株式会社
代表取締役 青木 陽

様

先ほど紹介に預かりました青木 陽と申しま
す。次郎丸さんがお話して頂いた通り入会のきっ
かけは、軽井沢の親睦旅行にいらした経営者の
方々に本当に良くして頂いて、特に髙橋会長のお
話がとても面白くて、そこでも色々感化しまして
決断を致しました。簡単に会社の事業の説明をさ
せて頂きます。私は今、Ｗｅｂの制作、ホーム
ページの制作、モバイルアイホンとかアプリケー
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ションの制作、後はインターネットのメディアを
運営しております。インターネットのメディアが
ヘルスケアに特化したもので、と言いますか私自
身が薬剤師の免許を持っており、学生の時からＩ
Ｔと医療の二つ、ＰＰＡＰみたいになってしまい
ましたが、掛け合せて何か事業が出来ないかと
ずっと考えておりました。それがきっかけとなり
自分で事業を立ち上げまして、今は医療とＩＴを
用いて様々な医療課題を解決するような会社をと
いうことでビジョンを掲げてやっております。ま
だまだ会社も浅いのですがここにいらっしゃる皆
様は埼玉の優秀な企業の優秀な方々だと思いま
す。皆様に囲まれて僕の方から積極的にコミュニ
ケーションを図り、何かしら医療でも私に出来る
事があればな、と思っております。どうぞ宜しく
お願い致します。

左より紹介者の
次郎丸雄希 会員、
青木 陽 新会員、
新見和男 会長

幹事報告
幹事

渋谷廣慶

新見年度、後半戦に入りました。
宜しくお願い致します。
例会前に第7回理事役員会が開催され、1月～３
月までの例会予定が承認されました。移動例会が
２回程含まれていますので、調整されなるべく出
席して下さい。
特に2/16(木)に第4グループＩＭ(別紙参照して
下さい)が予定されています。ご承知のことと思
いますが、グループの４５％を占める大宮西ＲＣ
会員の出席が、ＩＭが成功裡に終わるか否かがか
かっていますので宜しくお願い致します。

委員長報告
奉仕プロジェクト部門
髙橋秀樹 委員長
昨年12/23(金)埼玉県赤十字血液
センター主催の「クリスマス献血キャンペーン」
につきましては、大宮駅西口会場並びに献血ウエ
ストルームと合せて、受付者436名→採血者363名
の結果となりました。当イベントに対し協力団体
として支援した当クラブでは、高橋真貴子会員が
18名、鈴木康夫会員が5名、藤井公房会員、中村
雅俊会員、そして高橋秀樹関係者で合計32名の方
にご協力をしていただきました。祝日にも拘わら
ず多くの方にご協力いただきましたことに心より感
謝申しあげます。本当にありがとうございました。

社会奉仕委員会
吉田奉行 委員長
・大宮ろう学園より10/31日設置
致しました夜間照明のお礼がありました。
・大宮ろう学園で例年行なわれております生徒達に
よる喫茶店の営業が行われます。皆様のご参加を
募りたいと思います。

会員増強維持部門
高橋誠一 委員長
こんにちは。今日の入会者を入れて当クラブは
112名です。会員を30名増やして皆で埼玉No.1のク
ラブを作りましょう。
地区財団奨学・
平和フェロー委員会
田口修身 委員
2770地区の平和フェロー委員会があります。ベテ
ランの会員はこういう委員会が何をやっている委員
会なのかは良くご存じです。ロータリーで僕たちが
寄付したお金を使って奨学金を作っています。世界
的に活躍する人間を育成していこうと奨学生を毎年
送り出しております。古くは国連で活躍された緒方
貞 子さ んは2期生で、ロー タリー財団の奨学金を
使って学んだと云う事です。
今年も来年の夏から行く奨学生の募集を1/10～
2/24まで只今募集中です。
応募方法は地区事務所、ロータリークラブに申込
みをして4月に試験を行います。試験に通れば派遣
をすることになります。
こんなに良い制度なのに知らない人がいっぱいい
るだろうと云う事で、ポスターも作っております。
中牟田駅長にお願いして駅に貼ってもらうことに致
しました。
中々ハードルが高く、留学する先の語学に堪能で
なければいけない。英語に例えますとTOEICの試験
で800点はとれていないといけない。行く時には900
点位になっていなさい。年間20000ドルを奨学金と
して差し上げることになっております。
ロータリアン、ロータリー関係者は応募出来ない
のですが、皆さんの近くで、相応しい方がいらっ
しゃったら是非こういう制度を紹介して頂き、我々
が送り出していけたら良いなと思います。
2770地区に本籍、居住地、通学先、勤務先の何れ
かがある事、留学する時には大学2年以上終わって
いる事、送り出す時にはカウンセラーとして誰かが
ついて色々カウンセリング致します。昔、林先生が
カウンセリングした方は現在早稲田大学の教授に
なっていて先生とご関係が続いておられると聞いて
おります。
相応しい人を是非紹介して頂きたいと思います。

中牟田会員さん、どうも有り難うございます。
チラシを出口に30
30枚ほど置いてありますので持
30
ち帰って下さい。皆さん宜しくお願い致します。

会員卓話

野村證券(
野村證券(株)さいたま支店
支店長 藤井公房 会員
親睦委員会
藤嶋剛史 委員長
次郎丸雄希(9日)、横溝一樹(13日)、神保裕昭
(16日)、中村雅之(20日)、大竹庄藏(21日)、渡邊
雄(25日)、吉田奉行(28日)、新見和男(29日)、
各会員

代表して
神保裕昭会員にご挨拶頂きました。
神保裕昭会員にご挨拶頂きました。

ロータリーの友

広報・雑誌委員会
山崎一祥 会員
ロータリーの友 １月号の中から
主だった記事と一押し情報をお知らせ致します。
ご確認ください。
【横組み】
1 ＲＩ会長メッセージ ＜Ｐ3＞
2 「特集」守り、伝える ＜Ｐ7～13＞
3 「職業奉仕」はロータリーの根幹か？
＜Ｐ14～17＞
4 第45回ロータリー研究会リポート ＜Ｐ20～23＞
5 ロータリー財団100周年を祝う ＜Ｐ24～27＞
6 心は共に ＜P28・29＞
【縦組み】
１ 「世界に売れるMade in Japan」＜Ｐ４～８＞
２ クラブを訪ねて：室蘭北ＲＣ ＜Ｐ9～12＞
３ 友愛の広場：モンゴルのアクターとの交流を
通じて ＜Ｐ13＞
友愛の広場：ロータリーの栄光と魅力
＜P15・16＞
４ ロータリーアットワーク写真編 ＜P22～26＞
５ ロータリーアットワーク文章編 ＜P27～32＞

毎年年初に全国で一斉開催する「新春野村投資
セミナー」の資料を使って説明します。200ページ
以上の冊子ではありますが、最初の31ページ分が
セミナーの内容で、残りは今後の重要なテーマご
とに読み物としてまとめてあり、スマホアプリで
AR（拡張現実）を活用した動画再生もできる作り
こみをしています。90分かかる内容を今日は15分
でコンパクトに話します。
結論から言うと、野村としての年末予想は日経
平均21000円、国債利回り0.1％（不変）、米ドル
為替109～123円と穏当な内容になっております。
今年の ポイン トは、ま ずトラ ンプ大統領 の影 響
（これは短期的）があり、そして5年タームの中長
期的な成長の両面からとらえることにあります。
トランプ云々はありますが、実は製造業を中心
に世界的な景気は昨年2月あたりに底打ちしてお
り、ま さかの ニュース （マイ ナス金利、 英EU離
脱、ト ランプ 勝利）の たびに 市場が正常 化し て
いったと解釈するのが自然です。世界的には先進
国は低成長、大統領選の背景には中低所得層の不
満があ り、大 規模なイ ンフラ 投資や税制 優遇 に
よって景気がよくなる機運が一気に盛り上がり、
米金利上昇や日米株高となって表れました。一方
で政策としては保守主義の懸念もあるので、米国
輸出の大きい日本株については注意が必要、一方
で米国内需株は大本命と考えます。
中長期的な成長は、今後人口減少からは逃れら
ない日本にとって「生産性の向上」しかありませ
ん。こ こでビ デオをご 覧いた だきます（ 自動 運
転、流通ロボット改革）。このように人手を削減
した技術革新、特にIoT（モノのインターネット）
やAI（人工知能）のイノベーションがビジネスに
大きな変化をもたらすと期待されます。画像認識
率や会話単語の認識率も、昨年既に人間のレベル
を超えてきています。今日は短い時間の中で説明
しきれませんでしたが、ポジティブにいろいろな
角度から日本企業の成長を考えていくことが大事
だと考えます。

ロータリーの目的
本日のリーダー：永井

博 会員

四つのテスト
その他にもたくさんの投稿記事が掲載されています。
改めてご一読、宜しくお願い致します。

本日のリーダー：原田益孝 会員

