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2017-2018年度 藤村 作 会長

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。
前回3月8日の例会の時は本日も寒い中と挨拶させて頂いたのを思うと
本日は桜も満開で夏日になったようで、季節の移り変わりに驚かされ
るばかりです。本日はさくら相談UNITED代表の井上一生様にお越し
いただいています、ようこそ。「マイナス金利時代に経営者が知って
おかなければならない銀行との付き合い方」というテーマで卓話を頂
きます。皆さんも興味を引かれるテーマだと思うのでよろしくお願い
します。そして、米山奨学生の鄭さんようこそ。就職活動、頑張って
いますか？後ほど挨拶宜しくお願いします。
さて、前回のこの部屋での例会が8日でしたので3週間たちます。そ
の後11日には米山奨学生の修了式がラフレさいたまでありました。鄭
さんはあと一年あるのですがとりあえず一年終了ご苦労様でした、ま
た参加して頂いたカウンセラーの樋口さん、地区米山委員の島村さん
出席有難うございました。そして16日の55周年記念式典皆さんの参加
ありがとうございます。自己評価ですが中々いい式典になったのでは
ないかと思っています。改めて55周年委員会の皆さん、会員の皆さん
ご協力ありがとうございました。実は3月16日は私の次男の誕生日でし
かも今年幼稚園卒業とのことで両親を呼んでお祝いすることになって
いました。それを11日の日曜にずらしてもらい式典を無事にクリアで
きた次第です。そういうことで米山の修了式には出席出来ませんでし
た。鄭さんごめんなさい。
先週の例会は皆さんお疲れ様ということで休会とさせていただきま
した。そして昨日は上尾西RCの45周年記念式典に出席するために大宮
のパレスホテルに行ってまいりました。友好クラブの台北のRCや姉妹
クラブの大船渡RCの参加もあり参加人数も多く盛大に行われていまし
た。上尾RCも60周年の時は友好クラブとの交流を盛んにして盛大に式
典が出来ればいいなと感じました。
先ほどの臨時理事会で友好クラブ承認されました。また、先日の19
日には先方の台南東北RCの理事会でも承認されましたのでいよいよ締
結式に向けて準備していきたいと思います。本日は結婚誕生もありま
す。皆さん宜しくお願いします。

AGEO ROTARY CLUB

３月から就活解禁ということで、毎日が就活です。おと
とい息抜きで、卒業した先輩たちとお花見に行ってきま
した。就活では主にＩＴ企業にむけて行っていて、第一希
望は通信携帯キャリア系で、第２希望はシステムインテ
グレーターです。あとは私は飛行機が好きでちょっとだ
け航空会社もみていますが、倍率がすごく高く、女性が
多くてびっくりしました。明日も面接があり、少し緊張し
ています。就活と並行して卒業テーマも決めないといけ
なくて、いますごく忙しいです。
最近母から、父と一緒に４月に来日できないか連絡が
あったのですが、忙しいから無理だと応えたら寂しがっ
てしまい、就活が落ち着いた夏ごろに来てもらうことにし
ました。
米山修了式があり、私は継続生なのであと１年お世話
になるのですが、卒業した先輩方とお話をして、卒業生
よりも今回まだ卒業しない私たち継続生の方が泣いて
しまいました。二次会も楽しく過ごし、翌日会社説明会が
あったので私は終電前に帰りましたが、翌朝まで残って
いた人もいて、朝まで参加したかったなぁと思いました。
これからも就活がんばっていきたいと思います。

米山功労者表彰
大塚信郎パストガバナーと小林邦彦パスト会長が
米山功労者として表彰されました。
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◇４月５日の献血の当番、
どうぞよろしくお願いします。
◇第５Ｇ懇親ゴルフ大会に
ご参加の方には組み合わ
せ表をお渡しさせていただ
きます。
◇４月のロータリーレートは、
１ドル＝１０４円です。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

委員長報告

おめでとうございます！

創立55周年記念委員会 小林 邦彦実行委員長
創立55周年記念式典に
は皆様にご出席とご協力を
いただき、おかげさまで楽
しく和やかな式典となりま
した。たいへんありがとうご
ざいました。
大塚

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

崇行

会員

3月10日、51歳になりま
した。私は自分の年齢と体
力とをバロメーターにして
いるのですが、2月18日に
東京マラソンがあり、3時間
47分という成績で、なんと
か４時間をきれたかなというところです。自分のベストタ
イムは48歳の時の３時間24分で、それには及ばず、タイ
ムは落ちましたが4時間はきれていますので、60歳まで
は4時間を切ることを目標に走り続けたいなと思ってい

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

AGEO ROTARY CLUB

ます。ロータリーライフも楽しみたいと思いますので、
どう
ぞよろしくお願いいたします。
芳賀

克久

会員

昨日3月28日、34歳にな
りました。甲子園大会に出
場できるようになるにはあ
と６年かかります。野球部
の活動をがんばりたいと思
います。ありがとうございま
した。
結婚記念日
長沼

大策

おめでとうございます！
会員

16回目の結婚記念日が
本日3月29日のため、今夜
は早々に帰らないといけな
いのかなと思います。本日
はお祝いありがとうござい
ました。
門崎

由幸

会員

無事に3月5日の結婚記
念日を迎えられました。女
房は花束が届くのをとても
楽しみにしているので、来
年も祝えるようがんばって
いきたいと思います。

んが先輩です。お招きいた
だいたきっかけは斎藤修
弘さんです。
経営者さんの皆さんに
お尋ねです。借り入れをし
た場合、返済日はいつがい
いかご存じでしょうか？ いちばんいいのは「１日」です。
返済で月をまたぐと事故になってしまうので、
１日にして
おけばあと30日猶予があることになるからです。
私の会社では、財務体質改善活動６カ月で月次のキ
ャッシュフローが１８０万円浮かせる経営指導ができま
す。
どうやったらそうなるか。そのやり方を教えることが
できます。個別にご相談いただけたらと思います。
どの金融機関とつきあうのか、そして決算書をどのよ
うに金融機関に見せるのか、それが重要です。会計とは
人がつくるものですから、書き方があります。税法上問題
がないように書くこともできますし、金融機関に向けた書
き方もできます。金融機関を選ぶ権利もありますので、渡
り合えばよいのです。
今後、金利は上がるかもしれませんので、財務経営を
しっかりしていかないといけません。経営者さんは楽観
的に物事をみて、悲観的に備えないといけません。いろ
いろな準備をしていっていただければと思います。文字
にすると書けないことばかりの話になりましたが、
ご参
考にしていただけたらと思います。

例 会 主 題
マイナス金利時代に経営者が知っておか
なければならない、銀行とのつきあい方
さくら相談UNITED代表 井上一生様

私は川口生まれ、浦和育ちです。浦和青年会議所に入
り、合併して埼玉中央青年会議所になりましたが北西さ

井上様、貴重なお話しをご披露いただき
ありがとうございました！

スマイル

藤村会長／須田幹事／樋口副会長／
武重会員／大塚信郎会員／小林邦彦会員／
村岡会員／尾花会員／大木会員／大塚崇行会員／
齋藤博重会員／久保田会員／野瀬会員／長沼会員／
斎藤修弘会員／門崎会員／芳賀会員／小田切会員
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出席 会員数
欠席 欠席数
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修正（％）
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出席数 22
（％） 59.46
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欠席数 7
（Ｍ・Ｕ） 8

献血活動を行いました！

第２728回 例会
２０１8. 4. 5

社会奉仕委員会
齋藤哲雄委員長
於：上尾駅東口

連日の暖かさとは打って変わってあいにく肌寒い
日でしたが，大勢の方が献血にご協力してくださいま
した。
ご協力いただいた方々、ありがとうございまし
た！ 献血を呼びかけていただいたクラブ会員の皆
様、お疲れ様でした。

第５グループ親睦ゴルフ大会が行われました！

第２729回 例会
２０１8. 4. 12

大宮ゴルフコースで行われた親睦
ゴルフ大会に樋口副会長と春日親睦
活動委員長が参加してきました。お疲
れ様でした。

2018年 地区研修・協議会が開催されました

2018.4.13 於：大宮ソニックシティ

2018-19年度、委員長予定者、地区出向者が参加してきました。お疲れ様でした。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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