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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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スマイルスマイル
長澤幸義様（越谷南RC）／藤村会長／須田幹事／
樋口副会長／宇多村副幹事／武重会員／大塚信郎会員／
小林邦彦会員／井上会員／尾花会員／大木会員／
大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／深澤会員／
久保田会員／関口会員／長沼会員／斎藤修弘会員／
門崎会員／春日会員／芳賀会員／小田切会員

長澤様、貴重な卓話を披露していただきありがとうございました。

出席　　会員数　　３7　　　出席数　　26
欠席　　欠席数　　11　   　（％）　 70.27
前々回確定　　　　　　　　　欠席数      5
修正（％）　 　    86.49 　      （Ｍ・Ｕ）    6

間・365日、荷物が届くように
なるのではないでしょうか。
またドローンのテクノロジー
では、人が乗れるドローンタ
クシーの実現化も間近に迫
っていると思います。ドバイ
では実用化されているそう
です。
　なくなるという職業の話
では面白くないので、時代
によって必要とされる業種
についてお話ししましょう。
想像つくのはオリンピック
までの建築ラッシュです。それもありますが、私が考える
のは「トンネル」や「橋」です。これらは新しいものを作る
わけではありません。高度成長期から50年経った今、当
時作られたトンネルや橋のコンクリートが劣化して補強
工事が必要になってきています。テクノロジーが進んだ
今、コンクリートに塗装するだけで耐用年数が100年に
なります。ある意味、そういう事業を、今後起きていく時代
の中で読み切って、先に手を出した人が勝ち組になるん
ですね。
　ほかに、最近の技術ってどんなものがあるのかご紹介
します。ＩＯＴ技術～Internet of Things～「物のイン
ターネット化」です。たとえば傘立てですが、インターネッ
トとつながると、夕方の天気予報によって、晴れ・くもり・
雨で傘立ての色が変わります。また、生活必需品が足り
なくなると、ボタン１つで自動で補給してくれるボタンな
どもあります。
　先ほどお回ししたＶＲ～
バーチャルリアリティでは、
例えば「食」の分野で、糖尿
病・痛風・高血圧などの持病

があると食べたいものが食べられませんが、ＶＲを使う
ことによって、バーチャルで好きな食べ物を食べている
感覚で実際には栄養が整った食事をすることができそ
うです。
　現状維持は衰退です。あなたは何年先を見つめてい
ますか？
　私が作った未来年表を見ていきましょう。
　２年後は、労働条件や〇〇ハラスメントで訴えるのが
当たり前の時代になります。
　１５年後は、病気になったら治療を受ける医療から病
気に侵された所をIPS細胞や3Dバイオプリンタを使っ
て交換する時代になります。
　２０年後は、完全埋め込み型人工心肺が実用化して
ターミネーターが登場します。
そのような時代がくる中で、私たちロータリアンは何をす
べきでしょうか。
　将来の日本の生きる道は平和しかありません（ロータ
リー米山記念奨学会史より）。私たちが今、ロータリーと
して平和を作っていくことが今後の未来につながってい
くということを認識しながら、今、活動をしていくことが非
常に大切です。
　未来を見据えてというテーマでお話しさせていただき
ましたが、私たちは、私たちの子どもたちのために何を残
していけるのでしょうか。初めに申し上げたように、人間
の考えられる事は
いい事もわるい事
も必ず実現してし
まいますので、今
何をすべきか一緒
に考えていきまし
ょう。本日はどうも
ありがとうござい
ました。
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ロータリー：変化をもたらす

行事予定
6月28日 最終例会
7月  5日 新旧会長・幹事引継式
　　　　新任役員挨拶
　　　　新年度事業計画発表
7月12日 卓話 ガバナー補佐
　　　　　山口光男様
　　　　　　（鴻巣水曜RC）
7月19日 クラブフォーラム①
　　　　前年度事業報告・
　　　　　　　　決算報告
7月29日 移動例会
　　　　プロ野球観戦
　　　　於：東京ドーム
　　　　14時プレイボール
　　　　（例会場・日時変更）

　皆さんこんにちは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
本日は越谷南RCから長澤幸義様がいらしています。ようこそ、長澤様
には「未来を見据えて～未来年表を元に今後何をするべきか、今後の
事業を考える～」ということで卓話を頂きます。宜しくお願いします。
　では今週の報告です。まず、先週の例会後新旧委員長会議がこの場
所で開かれました。引継ぎと共に次年度会長から次年度の具体的な事
業について話を聞かせて頂きました。来週皆さんにも次年度計画とし
て話があると思います。
　6月9日の土曜日には上尾北RCさんの周年事業が東武バンケットで行
われ、幹事と共に行ってまいりました。記念事業として上尾駅西口の
花壇改修事業について発表がありました。皆さんも見たこともあると
思いますが素晴らしい事業と思いました。バンケットで式典をやって
もらえると安心感があってアットホームな感じで良かったです。
　6月11日の月曜日は地区の財団部門会議に地区の次年度委員として行
ってきました。次年度の財団の計画進捗状況について話がありました。
財団セミナーでは平和フェローについての話が中心になりそうです。
ポリオ撲滅もあと数年と言われる中（ベネズエラで新たに発症したそ
うですが）撲滅後のロータリーの中心的なテーマとして平和フェロー
を積極的にやっていくべきだと言う考えがあるそうです。セミナーで
はそのことについていろいろ話があると思いますので聞いてきたいと
思っています。また、セミナー報告で皆さんに伝えられたらと思って
います。
　本日は結婚誕生があります。本日も宜しくお願いいたします。

会長あいさつ 2017-2018年度　藤村　作　会長

幹　事　報　告
須田　悦正 幹事

◇６月のロータリーレートは
１ドル＝１１０円です。

AGEO ROTARY CLUB

結婚・誕生祝い

感謝状授与

お誕生日　おめでとうございます！

結婚記念日　おめでとうございます！

おめでとうございます！

米山功労者　第4回　関口 和夫 会員
米山功労者　第1回　須田 悦正 会員

小林　邦彦　会員
　誕生日のお祝い、ありがとうございます。本日で７１歳
と６日になりました。入会して３４年になりますので、人
生の半分近くをロータリーとともに過ごしてきました。こ
れからもよろしくお願いいたします。

齋藤　修弘　会員
　先週６月２日で、結婚丸３年を迎えることができまし
た。先週の例会は急きょお休みをいただきまして申し訳
ありませんでした。先週木曜の午前１時半頃に酔って帰
って眠りについたら、午前３時に妻から「破水した」と言
われ、飛び起きて病院行きました。陣痛が始まり18時間
付き添って、無事に長男が誕生しました。今日ちょうど妻
が退院して自宅に帰ってきました。これから家族４人で
仲良くやっていきたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

樋口　雅之　会員
　2001年６月５日に結婚しましたので、本日で満１７年
と８日になります。当日は午後にお花をいただき、妻も非

常に喜んでいました。斎藤修弘君のところは赤ちゃんが
生まれてこれからスクスクと育つのだと思いますが、我
が家は上の子は高校に入り、下の子は中学校に入り寮
生活をしています。去年の今頃は受験戦争で家の中が
殺伐としていましたが、今は平和な空気が流れていま
す。結婚１８年目以降も家族仲良く過ごしていけるように
がんばっていきたいと思いますので今後ともご指導のほ
どよろしくお願いいたします。本日はありがとうございま
した。

関口　和夫　会員
　ロータリーとは本当にいいところで、お花が記念日に
届くというのは、家族の円満につながりたいへん感謝し
ております。私の方は結婚３４年になりますので長いつ
きあいですが、今まで忘れていたこともあるので、お花を
いただくことによって夫婦の会話ができるのではないか
ということもあります。ありがとうございました。

ご子息のご結婚祝い
尾花　正明 会員

AGEO ROTARY CLUB

例 会 主 題
「未来を見据えて
～未来年表を元に今後何をするべきか、
　　　　　　　　今後の事業を考える～」
長澤　幸義様（越谷南ロータリークラブ）

かの仲裁、デートの相手などもあります。何回かテレビに
も出演させていただきました。
　また、これからの社会、孤独死も身近な問題になってく
るということで、想い出整理（遺品整理・生前整理）をす
る埼玉リンクという会社も2013年に立ち上げました。
　テクノロジー失業について、「危険度」のある職業一覧
を作成しました。新たなテクノロジーの登場で、なくなっ
ていく・違う形になる職業が多々あります。そのような中、
危険度１と危険レベルが低く、今後も残るであろう職業
は、グルメレポーター、キャバクラ、便利屋、遺品整理な
どです。グルメレポーターやキャバクラはなぜ残るのでし
ょうか。これらは「人間の欲求を満たす職業」だからです。
食欲や、精神的な癒しを与えるなど、欲求を満たすのは
ＡＩ・テクノロジーではできないんですね。便利屋や遺品
整理屋もレベル１ですので、１５年前に起業しました。
もっと昔に遡って想像してみましょう。手塚治虫先生の
「鉄腕アトム」の中ではビル群の間を走る高速道路が描
かれ、松本零士先生の「銀河鉄道999」の中で主人公は
カプセルしか食べていませんでした。今では当たり前で
す。私が言いたいのは「人間が考えたことは必ず実現す
る」ということです。
　話を変えます。「人類は企業によって歴史を塗り替えら
れる」と言われているんですね。
　例えばコンビニです。セブンイレブンが登場したとき、
朝から買い物に行く人・夜中に買い物に行く人なんてい
るのかよ、と思ったはずです。しかしセブンイレブンが出
来てから人間の体内時計は７時から１１時、そして今や
２４時間になっています。店がやっているから、人間のラ
イフスタイルが変わってしまったんですね。
　例えばミネラルウォーターです。水なんて蛇口からで
るのに、だれが買うのだろうと、発売当初は思ったはずで
す。今や2860億円の産業になっています。
　では想像してみましょう。郵便やピザの配達などはど
う変わっていくのでしょうか。ドローンによる配達です。
将来、屋根の上にドローンターミナルが付けられ24時

　皆さん、こんにちは。越谷
南ＲＣから卓話に参りまし
た、長澤幸義と申します。越
谷南ＲＣというと、浅水直
前ガバナー、それから吉田
パストガバナーを輩出させ
ていただいております。
　本日は「未来を見据えて」というテーマでお話ししたい
と思います。どういう話かというと、みなさん、「10年後、
今ある仕事が半分なくなる」という言葉を聞いたことは
ありませんか？　いわゆるテクノロジー失業というもの
で、今ある仕事にさまざまな技術が取り入れられて今の
仕事が違う形になるということです。日テレの入社式に
はロボットのアナウンサーが登場しました。ロボットとい
うと二足歩行でスタスタ歩き、ジャンプやバク転などもで
きるようになっています。今日はせっかくですから技術の
一端を体験いただこうということでＶＲを持参しました。
自分がその場にいなくても臨場感を体験できるのがバ
ーチャルリアリティです。ゆっくり動かしながら見ていた
だければと思います。
　さて私の自己紹介を申し上げます。私は向島工業高
校を卒業してバキュームモールド工業株式会社という
金型屋さんに就職しました。旋盤加工する機械があり
CADなども使って、金型を作っていました。当時はバブ
ル時代で、稼いだお金で飲んで遊ぶ時代でしたが、この
ままでいいのかと将来に不安を感じていました。今後、ど
のような未来になるのか想像します。すると「高齢化」「単
身世帯」「女性の社会進出」などというキーワードが思い
うかびました。これらは今では当たり前ですよね。15年
前、このようなキーワードはあったものの、危機感を感じ
ている人はいなかったんですね。そこで私は2003年に
「町の便利屋さんファミリー」を独立開業しました。景気
の良かった時代を経験した会社を辞める際、便利屋に
転職するのは、「何を考えているんだ」とまわりからは反
対されましたが、私は胸を張って辞めました。
　便利屋さんはどういうことをするのかというと、不用品
回収、引越し、水のトラブル、犬の散歩などさまざまです。
かわったところでは、電球交換、ゴキブリ駆除、夫婦げん


