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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

・次週 8日は 18時より 33周年記念例会、その後

18 時 30 分より懇親会となっておりますので、

お間違えの無いよう、よろしくお願い致します。 

中林・・・今日から 4 月、新年度です。ロータリ

ーの年度は、未だ 3ヶ月あります。残

り、頑張ります。 

長谷・・・松浦会員の卓話、楽しみです。 

犬伏・・・記念日を自祝。 

犬伏・・・術後一年目の検診無事終了、感謝！ 

金髙・・・事業所創立記念自祝。 

木村・・・何もありませんが！ 

小林・・・結婚記念日自祝。 

河野・・・犬伏さん、先日は大変お世話になりあ

りがとうございました。すごく楽しか

ったです。練習しておきます。 

松浦・・・本日の卓話よろしくお願いします。 

西尾・・・ホームクラブ皆出席自祝。 

岡本・・・誕生日自祝。 

佐々木(裕)・誕生日自祝。 

瀬尾・・・エイプリルフールです。松浦さん、卓

話よろしくお願いします。 

末永・・・松浦さん、卓話楽しみです。 

多田・・・遠来の友を迎えて。 

山本・・・松浦さん、卓話宜しくお願い致します。 

・4月 9日(土)午後から大阪国際会議場にて、次年

度地区研修・協議会が  開催されますので、次

年度各委員長の出席をお願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 4 月 8 日 第 1586 回例会 
母子の健康月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((4444 月月月月 15151515 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢老人福祉について老人福祉について老人福祉について老人福祉について」」」」    

村上村上村上村上    五百子五百子五百子五百子会員会員会員会員    

････5555 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    團伊玖磨團伊玖磨團伊玖磨團伊玖磨「「「「花の街花の街花の街花の街」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界世界世界世界へのプレゼントになろうへのプレゼントになろうへのプレゼントになろうへのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

本日から 4月です。まさに春が始まります。春

のイメージは、新しい始まりでもありますが、な

んとなくゆっくり、のんびりしたイメージがあり

ます。 

以前から何度も話をさせて頂いておりますが、

もう少し皆さん、早く例会場に着いて、のんびり

とメンバーと会話をし、ゆったりとした気分で例

会に臨みませんか？ 

SAAに急き立てられて席に着き、あたふたと例

会が始まるのでは心に余裕が無くなりそうです。 

皆さん、いつもより 5分、10分だけでも早く集

まりませんか？ 

････創創創創立立立立 33333333 周年記念例会周年記念例会周年記念例会周年記念例会（（（（18181818：：：：00000000～～～～    ））））    

･懇親会･懇親会･懇親会･懇親会    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥52525252,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,555565656565,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 1名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  19名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  6名 

<4 月 3 日の出席率 80.00％> 

Make up を含む 3/11 の出席率 96.15％ 

｢｢｢｢HHHH 流通業界の最近の動向流通業界の最近の動向流通業界の最近の動向流通業界の最近の動向｣｣｣｣    

松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

 標記のテーマについて幾つか

の面から、そして私の関わって

いる事業にふれて今回の卓話と

します。内容は当日の拙い話で

堪忍してください。肝心なこと

は激しく流動する時代の中で、

各業界が社員と顧客の安心を願って、其々の改革

に取組み続けている事、それをやめたときに事業

は終わりを迎えるという事です。当社も、そして

当社がお世話になっているH業界や建築金物業界

も流通業界の一員としてその流れの中にいます。 

 幾つかの話題にふれて話を進めます。①衣・食・

住の内、住まいを豊かに使命にスタートした HC

業界が GMS、Dg・S、家具と H・F、100円 S等

の業態間競争の中で何が起こっているか②消費者

が 30分、1時間をかけて買い物に出かけていた時

代に成長してきた HC、一方でコンビニや IN通販

の成長のお蔭で、更に高齢化も手伝ってより小商

圏で成立する必要にせまられて来た事③新しい事

業分野が更に成長するであろう事④今注目され始

めている九州の一企業HMに何を学ばなければな

らないか。 

 この原稿を書こうとした 3 月 21 日の日経新聞

に『ファミマが園芸用品－PB で野菜栽培』の記

事が入った。園芸も又、HC 事業の中で重要な部

門の一つであり、又更に発展させなければならな

い部門になっています。今度の卓話ではこうした

事にふれてみたいと思います。 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・4444 月月月月 9999 日日日日((((土土土土))))        11112222：：：：33330000    登録開始登録開始登録開始登録開始    

16-17年度のための地区研修・協議会 

   (大阪国際会議場) 

・・・・4444 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

5月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 16161616 日日日日((((土土土土))))            

第 3回ゴルフコンペ 

   (交野カントリークラブ) 

・・・・4444 月月月月 29292929 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・5555 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・5555 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        8888：：：：00000000 帝国ホテル集合帝国ホテル集合帝国ホテル集合帝国ホテル集合    

春の親睦家族会 

   (和歌山) 

 最初に例会を開き、終了後、中島賴光会長から

越谷市介護保険サービス事業者の皆さんに車いす

の贈呈を行いました。 

 その後、クラブ会員で、埼玉県認知帳介護指導

者でもある土井千代子氏が講師となり、認知症サ

ポーター養成講座をスタート。受講者全員に埼玉

県認知症サポーター証と、修了した証しのオレン

ジリングを渡しました。過去に介護業務に携わっ

たことがない人にも、とても理解しやすい内容で

した。普段の生活で介護が必要な人が身近にいる

のか、講座の間、大きくうなずきながら熱心に耳

を傾けていた人がいて、とても印象に残りました。 

 今後、高齢者が増えていく中でわれわれがロー

タリークラブとしてどのように関わっていく必要

があるのか、考えさせられる一日でした。 

｢｢｢｢認知症サポーター養成講座を一般公開認知症サポーター養成講座を一般公開認知症サポーター養成講座を一般公開認知症サポーター養成講座を一般公開｣｣｣｣    

越谷南ロータリークラブ越谷南ロータリークラブ越谷南ロータリークラブ越谷南ロータリークラブ    

((((第第第第 2770277027702770 地区地区地区地区    埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県)))) 

 当クラブは 12 月 1 日、越谷市中央市民会館で

一般公開例会として｢認知症サポーター養成講座｣

を開催。ロータリアンだけでなく一般の人たちに

も公開して、大変多くの人に参加していただきま

した。 

 

 

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーの友の友の友の友 4444 月号より月号より月号より月号より    ――――    


