
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［第3グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、

入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                     所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

第 1160回(12月 5日) 例会の記録 

 

点 鐘     益子伸明会長 

合 唱     国歌斉唱 奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  守屋会員 野口会員 

 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３２名 ２７名 76.67 ％ 84.62 ％ 

 

 

 会長の時間   

        

   益子 伸明 会長 

 

『RI会長からのメッセージ』 

「戦争の惨害から将来の世代を

救い......寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に

平和に生活」するために、国際連合が 72年前に設立

されました。こういった崇高な理念や、理念を実現さ

せるための何代にもわたる尽力にもかかわらず、「戦

争の惨害」はいまだ消え去っていません。昨年は、世

界各地の 49の武装紛争で 10万 2000人を超える人

が命を落としました。中には 50年以上続いている紛

争もあります。テロ行為、偏見、過激主義、難民問題、

それに環境破壊は、今やグローバルな課題となって

います。 

こうして問題を数え上げると、1945年にそのような野

心と楽観主義のもとに設定された目標（国連）からは、

かつてなく遠ざかっているように思えます。それでも、

より平和な未来のために、政府を通じてだけではな

く、政府と共に、力を合わせて動こうとする人びとがい

る限り、希望がついえることはありません。ロータリー

は今日、ロータリー平和フェローなどの平和に重点を

置いたプログラムや、奉仕の全分野など、平和に向け

た真の、永続する影響をもたらす上でこれまで以上に

恵まれた環境にあります。水、衛生、健康、教育、経

済発展は、紛争につながる、あるいは紛争の回避に

つながる、複雑に絡み合った相互作用の一部なので

す。こういったすべての分野でロータリーの奉仕活動

を最大限に行い、平和への影響を最大とするには、こ

の相互作用を理解した上で奉仕活動を計画すること

が肝要です。 

このため、2月から 6月にかけて、カナダ、レバノン、

英国、オーストラリア、イタリア、米国で、会長主催平

和会議を開催します。重点は平和ではなく、「平和構

築」にあります。クラブと地区の奉仕活動を通じて平和

構築に貢献する方法を共有します。全 6回の 1日会

議のうち 5回は、平和とその他の分野との関連性に

焦点を当てます。初回のバンクーバー会議では、平

和と、ロータリーにとって関心の高いもうひとつの分野

である環境持続性との関連性を模索します。会長主

催平和会議のページ（my.rotary.org/ja/news-

media/office-president/presidential-conferences）で

日程の確認と参加登録を行ってください。 

目標はシンプルで、奉仕活動を通じて平和を促進す

る新しい方法を見つけ、専門家から学び、平和構築

の力を強化すること。ロータリーが「変化をもたらす」こ

とで世界平和へとまた一歩近づくための一助となるこ

とが、この会議に込めた私の願いでもあり信念でもあ

ります。  以上 

 

『2017年「日経トレンディ」ヒット商品』 

はじめに 

 ヒット商品ベスト 30は、「売れ行き」「新規性」「影響

力」の 3つの要素を「日経トレ

ンディ」が独自に評価、ランク

付けしたもので、ランキングに

は今年 1年に注目を集めた

商品やサービスがズラリと並

びます。 

では、2017年のベスト 3から

紹介します。 

 
 

週 報 
2017～2018年度  ＲＩ会長 イアン Ｈ．Ｓ ライズリー 

ＲＩのテーマ 『変化をもたらす』 
地区のテーマ 『RI 戦略計画を皆で一緒に実行しよう!!』ガバナー 細井保雄 

 

 

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          http：//www.schuohrc.org  Ｅ－mail：schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

会長 益子伸明   会長ｴﾚｸﾄ 清水幸彦   副会長 松浦法子   幹事 浜野貴子 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

mailto:http：//www.schuohrc.org


Nintendo Switch 

明治 ザ・チョコレート 

クラウドファンディング 

 

昨年の「ポケモン GO」に続き、2017年も“ゲーム”が

1位に君臨。1位に輝いた「Nintendo Switch」は、クリ

スマス商戦を待たず、既に 180万台以上が出荷され

ているそうです。 

任天堂と言えば、2016年 11月に「ニンテンドークラシ

ックミニ ファミリーコンピュータ」、2017年 10月に「ニ

ンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」で往年

のファンを唸らせたことは記憶に新しいところです。

（全ての製品が品薄で定価の 1.5～2倍で販売（転

売）されています） 

 

ベスト 1～10 ※印は益子の知らなかった商品 

1位 Nintendo Switch【任天堂のゲーム機】 

2位  ※明治 ザ・チョコレート【明治の新コンセプト

のチョコ】 

3位 クラウドファンディング【ネットを使った財源・資

源の調達】 

4位  ※ミールキット【食材とレシピの宅配】 

5位 ビットコイン【仮想通貨】 

6位  ※クラフトボス【缶コーヒーじゃないペットボトル

の BOSS】 

7位  ※リンクルショット メディカル セラム【ポーラの

薬用化粧品】 

8位  ※でか焼鳥【ローソンのデカい焼き鳥シリー

ズ】 

9位  ※ anello（アネロ）【大阪発のカバンブランド】 

10位 ハンドスピナー【アメリカ発の手なぐさみ玩具、

グルグルする】 

 

ベスト 11～20 

11位 うんこ漢字ドリル【例文すべてに「うんこ」を使っ

た漢字ドリル】 

12位 AirPods【アップルの無線イヤホン、音声認識し

て Siriに司令可】 

13位 キュキュット CLEAR 泡スプレー【花王の台所

洗剤、こすらず洗える】 

14位 IHI ステージアラウンド東京【TBSの豊洲にあ

る 360度回転劇場】 

15位  ※ LIP38℃ リップトリートメント【理想とされる

38℃の唇にするリップ】 

16位  ※クリニカ Kid‘s ハブラシ【子供の成長に合

わせた３種に歯ブラシ】 

17位 ローカーボ食品【糖質制限食、たんぱく質・脂

質はＯＫ】 

18位  ※ノート e-POWER【日産 Noteの発電専用

エンジン搭載車】 

19位  ※ジェルボール 3D【アリエールの３層構造

の洗濯洗剤】 

20位  ※シールド乳酸菌【森永乳業が発見した免

疫力を高める乳酸菌】 

 

ベスト 21～30 

21位 KOIKEYA PRIDE POTATO【コイケヤのこだわ

りのポテトチップ】 

22位  ※うまれて！ウーモ【タカラトミーの卵からの

飼育オモチャ、話す】 

23位 ミニオン・パーク【USJにあるミニオンエリア】 

24位  ※ glo（グロー）【過熱式タバコ、IQOS、Ploom 

TECHに同様】 

25位  ※ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて

【ゲーム、ドラクエ 11】 

26位 エリクシール シュペリエル エンリッチド リンク

ルクリーム S【資生堂の化粧品】 

27位 バーミキュラ ライスポット【国産鋳物鍋を使っ

た炊飯器】 

28位  ※ DAZN／AbemaTV【インターネットテレビ、

ダゾーン、アベマ TV】 

29位 日清カレーメシ【カップヌードルではなくカップ

メシ】 

30位 GINZA SIX【銀座松坂屋跡地を含む森ビルの

再開発商業施設】 

 

2017年「ヒット商品ベスト 30」 

日経トレンディの雑誌を購入する前に、ベスト３０の

情報を文字として知りました。自分的には殆どの商品

を知っていると思っていましたが、実際に文字だけで

分かった商品は半数以下でした。その後、雑誌を購

入して、写真を見ても数点知っている商品が増えただ

けで、自分は時代に取り残されているのかとも思いま

したが、商品開発のターゲット層としてニッチなエリア

にいるのだということを痛感しました。 

おじさんのための商品は爆発的にはヒットしないので

しょうか、、、 

 

 幹事報告                浜野幹事 

・『派遣年度 2019年 7月 1日～2020年 6月 30日  

ロータリー財団 [海外派遣]奨学生募集ポスター 掲

示のお願い』 

・『平成 20年度歳末たすけあい募金運動へのご協力

について（お願い）』 

・『冬の交通事故防止運動に係る広報啓発活動の実

施について(依頼)』 

・例会変更  所沢中央ＲＣ 

・受贈会報  飯能ＲＣ 所沢西ＲＣ 所沢中央ＲＣ 

・回  覧   ＡＡＲニュース １２月号 

 

 



 クラブ協議会    

         清水 幸彦 エレクト 

この時間はクラブ協議会として、

次年度のクラブ役員と理事９名を

発表させていただきます。 

会長が私、清水幸彦。直前会長

が益子現会長。会長エレクトに東会員。副会長に菊

田会員。幹事に佐々木会員。会計に浜野会員。SAA

に田端会員。以上７名が役員です。理事の方は稲見

パスト会長。江原パスト会長。栗原成實パスト会長。

小島会員。小林会員。佐藤パスト会長。柴田パスト会

長。宮岡パスト会長。若松パスト会長の９名です。 

 本来、全ての方に直接お目に掛かりお願いしなけ

ればいけないところ、電話で失礼してしまった方もい

らっしゃいましたが、皆様、快く受けてくださり、中には

「何でもやってやるよ」とまで言っていただき、本当に

ありがとうございます。 

 また、副幹事に柴田パスト会長、副 SAAに松浦会

員、監査に吉松パスト会長、沼崎パスト会長。クラブ

研修リーダーに益子現会長にお願いすることになっ

ております。 

各委員長に関しましては、既にお願いして快諾してい

ただいた方もいらっしゃいますが、幹事を引き受けて

いただいた佐々木さんと供に、お願いしていきますの

で、皆様ご協力の程よろしくお願い致します。 

 続きまして私の方針ですが、地区のパストガバナー

の発表が遅れていることもあって、方針がこちらに入

っておりませんので、あまり明確に言ってもどうかと思

いますが、まず私の方針と言うより、佐藤年度にスター

トした「地域に根付いたロータリー」奉仕活動をより充

実させるということです。当クラブの合意も得ているこ

とでもございますが、より推進して行くために、言い出

しっぺの佐藤パスト会長に我がまま言って委員長を受

けていただきました。 

次に、会の親睦を高めて、より活気あふれるクラブに

して行きたいと思っております。当然ながら、会員増

強をはじめとして、IR 2570地区の方針が上位に来る

ことは言うまでもありません。とにもかくにも、会員が増

える会になればと願っております。 

次年度は私はじめ、副会長、幹事、SAA全員経験不

足の中でのスタートとなりますので、皆様方のご指導

と応援をいただきながら取り組んで行きますので、よろ

しくお願い致します。 

2、3提案したい事もございますが、時間をかけて皆様

のご意見を集約し、ご理解をいただき、独断先行にな

らない様に物事を推し進めてまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

益子君 クラブ協議会、清水エレクト宜しくお願いしま

す。各担当の役員の皆様も宜しくお願いし

ます。 

江原君 本日は当クラブ協議会ですね。清水エレク

ト、益子会長に続き来年度も宜しくお願い致

します。 

小島君 クラブ協議会、清水エレクト宜しくお願い致し

ます。 

松浦君 クラブ協議会宜しくお願い致します。清水エ

レクト 宜しくお願い致します。 

柴田君 清水エレクト、来年度の例会運営宜しく頑張

って下さい。 

清水君 本日のクラブ協議会 発表させていただきま

す。 

若松君 本日のクラブ協議会、清水エレクト宜しくお

願いします。次年度頑張って下さい。 

 

会員誕生 吉松君 小幡君 佐々木君  

夫君誕生 松浦会員 

結祝記念 高田会員 田中会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ◆次の例会 

・12月 1９日（火） 18：30～20：30 

    於 ： 東武サロン 

年末家族同伴夜間例会  

アトラクション ：  和太鼓 

       

・12月 26日（火） 例会休会 

 

      平成３０年 

・１月９日（火） 12:30～ 

        次年度役員挨拶 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1512707202/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90LnBpbWcuanAvMDAwLzYzMC8xOTMvMS82MzAxOTMuanBn/RS=^ADBMTdLX4WCQHPC5Fxnpvtt5JjKHjo-;_ylt=A2RCMZMBwyhaC2YAgwqU3uV7

