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第１９９８回例会 

     ２０１８年１２月１７日（月）第１９回       

●点  鐘 会長 山北 秀和君 

●斉 唱 「奉仕の理想」「冬景色」 

●例会行事 卓話  

青山 博徳地区職業奉仕副委員長 

「職業奉仕というＲＣだけの概念について」 

 ●司  会 田邊 雅彦委員 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 山北 秀和君 

 
皆さんこんにちは、先日の家族会には、多数のご参加あ

りがとうございました。楽しい家族会が親睦委員会のお

かげでできたこと御礼申し上げます。 

2018年もあとわずか。今年も様々な出来事があり、経

済にも大きな影響を与えた。2018年の出来事を振り返

りたいと思います。 

 

1月――ビットコインが100万円割れ、コインチェッ

クが約580億円分流出 

 

1月――ビットコインが100万円割れ、コインチェッ

クが約580億円分流出、1月には仮想通貨をめぐって、

大きな出来事が2つ起こりました。仮想通貨元年と言わ

れ、注目を浴びた2017年12月には、1ビットコイン

当たり200万円を突破し、1年で約20倍に高騰した

ビットコインだったが、1月16日に急落。17日午前

中には一部の国内取引所で100万円を割り込んだ。下

落の背景には、仮想通貨に対する世界的な規制強化への

警戒感があった様です。 

さらに1月26日、仮想通貨取引所大手コインチェック

が、不正アクセスによって「NEM」を約580億円分流

出させる事件がおこりました。過去最悪の流出事件に、

金融庁から業務改善命令が出ました。 

2月――世界同時株安 ダウ1,175ドル安で史上最大

の下げ幅 

2月5日にアメリカの株式相場が急落。ダウ工業株30

種平均は下がり続け、前週末比1,175ドル21セント

安の2万4,345ドル75セントとなりました。下げ幅

は史上最大で、指数を構成するの全銘柄が値下がりしま

した。 

この影響を受け、欧州やアジアなど世界各国で連鎖的な

株安が広がっり 6日の東京株式市場では日経平均株価

が急落し、下げ幅は前日終値比で一時1,600円を超え

ました。 

3月――ネット通販大手「アマゾンジャパン合同会社」

に公正取引委員会が立ち入り 

3月15日、インターネット通販大手のアマゾンジャパ

ンに独占禁止法違反容疑があるとして、公正取引委員会

が立ち入り検査に入りました。 

アマゾンジャパンは、2017年頃からアマゾン側が値引

きして販売した商品の販売額の一定割合を「協力金」と

して仕入先に支払わせていたという。アマゾンは、2016

年にもマーケットプレイスをめぐって公正取引委員会の

立ち入り検査を受けていました。 
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4月――全国初となる地下鉄の民営化「大阪市高速電気

軌道」誕生 

4月1日、大阪市営地下鉄が「大阪市高速電気軌道（大

阪メトロ）」として民営化された。公営地下鉄の民営化

は、全国で初めてとなります。 

大阪市営地下鉄の2016年度の輸送人員は、年間9億

人。関西大手私鉄5社のいずれをも上回る。営業収益は

1,584億8,000万円で、私鉄5社で最高の近鉄と並ぶ

額だ。民営化により素早い経営判断を行い、今後の経営

をより効率化する目的があり また、民間事業者として

固定資産税を納めることで大阪市に貢献できるほか、鉄

道事業以外への進出も可能となりました。 

5月――是枝裕和監督「万引き家族」がカンヌ国際映画

祭で最高賞パルムドール 

第71回カンヌ国際映画祭にて、コンペティション部門

正式出品作「万引き家族」が最高賞であるパルムドール

を受賞した。日本映画としては、1997年の「うなぎ」

が受賞して以来、21年ぶりの快挙です。 

5月14日に行われた公式上映では、約9分にわたるス

タンディングオベーションが起こった。日本でも大きな

話題となり、観客動員数349万人、興行収入42億円

を突破しました。 

6月――シンガポールで史上初となる米朝首脳会談 

6月12日、シンガポール・セントーサ島にて、トラン

プ米大統領と北朝鮮の金正恩委員長による米朝首脳会談

が行われました。共同声明では、両国民が望む平和と繁

栄に応じ、新たな米朝関係の構築を約束する「板門店宣

言」（2018年4月27日発表）を再確認し、朝鮮半島

での完全非核化に向け取り組むことなどが盛り込まれま

した。 

7月――2018年第2四半期のスマホ出荷ランキング 

アップルを中国Huaweiが抜く 

2018年第二四半期のスマートフォン市場の最新市場

調査で、米アップル社を抜いて中国Huawei社が世界第

2位となりました。 

全世界のスマートフォン出荷台数は、2018年第二四半

期には年率換算で2%減少。トップ10社が市場の79%

を占めている。スマートフォン出荷ランキングは、1位

がサムスン、2位Huawei、3位アップル、4位Xiaomi、

5位Oppoとなっている。 

8月――第100回全国高校野球選手権大会 金農フィ

ーバー 

記念すべき100回目の大会となった全国高校野球選手

権で、大阪桐蔭高校が秋田金足農業高校を13対2で破

り、史上初となる春夏連覇を果たしました。 

金足農業高校は、秋田県勢103年ぶりとなる決勝進出

を果たし、金農フィーバーを巻き起こした。この影響で、

秋田市に対するふるさと納税の数が激増。同校が秋田県

のローソンと共同開発した「金農パンケーキ」は売り切

れ続出。『報道写真集「金足農 感動の軌跡」』がスポー

ツ関連と写真集の2部門でオリコン1位となるなど注目

を浴びました。 

9月――台風21号と北海道胆振東部地震により甚大な

被害が発生 

9月は自然災害が多く発生しました。4日に台風21号

が約25年ぶりに非常に強い勢力をもって上陸。近畿地

方を中心に、記録的な暴風雨・高潮被害をもたらした。

最大瞬間風速は58.1メートル、関西国際空港で3,000

人が足止めされました。 

6日には北海道胆振地方を震源とするM6.7、最大震度

7の地震が発生。死者41人、重軽傷者689人の甚大

な被害をもたらした。道内ほぼすべてとなる295万世

帯の停電も起こり、北海道の農業・観光業などに大きな

ダメージを与えました。 

10月――築地が83年の歴史に幕、豊洲市場へ 

築地市場が83年の歴史に終止符を打った。6日に営業

を終え、17日には引越し準備の調整期間も終了し、完

全閉鎖されました。 

移転先となる豊洲市場は11日に開場。土壌汚染問題に

より、予定から2年遅れてのスタートとなった。13日

には一般客の見学も始まり、多くの観光客が訪れました。 

11月――カルロス・ゴーン容疑者が逮捕 日産の会長

解任 

経営不振に陥っていた日産をV字回復させ、カリスマと

も呼ばれていた日産前会長のカルロス・ゴーン容疑者が、

金融商品取引法違反容疑で逮捕された。自らの役員報酬

約50億円を有価証券報告書に記載しなかった疑いがあ

るとのことです。 

22日には臨時取締役会が行われ、ゴーン容疑者の解任

が全会一致で決まりました。 

 

以上2018年の出来事です。次から次へといろいろなこ

とが起こり目まぐるしい1年でした。私は、会長職もあ

って忙しい1年でした。皆さんはいかがでした？ 

本年最後の例会となります。会員野皆様よいお年をお迎

えください。 

そして1月7日の新年例会に元気な顔を見せてください。 

会長挨拶でした。 
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        委 員 会 報 告           

●出席報告 （加藤 吉克委員） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 91.11％ 

出 出席義務者 30 欠 

席 

者 

出席義務者 4 

席 出席免除者 11 出席免除者 6 

者 出席者計 41 欠席者計 10 

前々回例会（12月3日） 

会員数 51 出席率 100％ 

出 出席義務者 34 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 11 出席免除者 6 

者 出席者計 45 欠席者計 6 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員） 

青山地区職業奉仕委員長、卓話よろしくお願します。 

本年最終例会となります。良いお年をお迎えください。 

                 山北 秀和 君 

春日井ロータリークラブ青山様、卓話よろしくお願い致 

します。皆様本年もお世話になりました。来年もよろし 

くお願いします。 

                 安川 正勝 君 

元気で出席できた喜び。 

                 鈴木 恵一 君 

地区職業奉仕青山博徳副委員長、卓話よろしくお願い致 

します。 

                 内海 辰巳 君 

今年も一年お世話になりました。 

                 早川 正倫 君 

ゴルフ部のコンペ本年度初優勝できました。ありがとう 

ございました。 

                 伊東 由之 君 

           

今日も元気で！   

石川 良治 君 石原 慎一 君 市川 孝 君

伊藤 康司 君 稲熊 正徳 君 稲吉 將秀 君

井上 政秋 君 加藤 吉克 君 川口 直也 君

北園 守生 君 串田 正克 君 國田武二郎 君

栗田 和典 君 近藤 和彦 君 三治 明 君

柴田 和宏 君 武田 英昭 君 杉本 敦永 君

田中 秀典 君 田邊 雅彦 君 照井 通夫 君

中島 俊朗 君 波多野勝美 君 波多野 真 君

原田 好展 君 堀塲 竜司 君 真城 壮司 君

安江 寛二 君 山内 佳紀 君 プリヤンタ 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３６名  ４６，０００円  

本年度の協力累計          ９０７，０００円  

 

 

 

 

 

 
青山 博徳地区職業奉仕副委員長 

 

 
 

「職業奉仕というＲＣだけの概念

について」 

  職業奉仕・職業倫理はロータリーの金看板か 

 

地区職業奉仕委員会 副委員長 

 （春日井ＲＣ副幹事） 

      青山 博徳 

 

◎人生初めての、他クラブでの卓話 一生一度のデビ

ュー戦です。 

 

 Ｈ２５年 7 月入会の春日井では、在籍年も年齢も真

ん中程度 

昭和 32年生 祖父は呉服屋、父はショッピングセンタ

ーと変遷し、大型商業施設が行き詰まり、大きな危機も

有りましたが、「ご縁をひきよせる運」だけで起死回生を

果たし「活かされた不思議さ」に感謝しつつ不動産賃貸

及び管理業を営んでいます。 

 

★職業奉仕とは （ロータリー百科事典より） 

日々の仕事を通して世の中に貢献するために、奉仕の

心を育て向上させることです。 . 
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 職業を通して社会のニーズをほぼ完全な形で満たせ

るよう努力を重ねるということです。 それによって、自

己の職業の品位と道徳水準を高め、社会から尊重される

存在にすることが出来るのです。 

 

★五大奉仕の中での、サービス・ボランティアとは異な

る概念 

ロータリーは宣伝しない、陰徳を積むという儒教的な

精神、日本的美徳 

 

◎職業倫理と職業奉仕の考え方 

 経営者の人物評 

カルロスゴーン  日産として どう捉えるか。 

 

松下幸之助    水道哲学 松下幸之助のＤＮＡ 

 

出光佐三     中内功  前澤 友作  孫 正義  

安藤 百福 

 ロータリアンとして、

どう捉えるのか・・ 

 

 

      

 

第5回、6回ゴルフコンペ結果 

 

12月11日 葛城ゴルフクラブ 

優勝  伊東由之 グロス83 ハンディ10 ネット73 

準優勝 内海辰巳 グロス86 ハンディ12 ネット74 

 

12月12日 葛城ゴルフクラブ 

優勝  井上政秋 グロス100 ハンディ26  

ネット74 

準優勝 市川孝  グロス92  ハンディ16   

ネット76 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


