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4 月 18 日

会員数 57 名

対象者 55 名 出席者 42(42) 名

出席率 77.19 %

前々回

4月 4 日

会員数 58 名

対象者 56 名 出席者 46(44) 名

出席率 79.31 %

入会（平成 29 年 11 月 16 日入会）記念卓話
泰平商事株式会社
武澤武彦 会員

卓話
泰平商事株式会社
武澤武彦
1958年(昭和33年)5月5日に大阪府布施市(現在の東大阪
市)に生まれました。現在60歳。去年還暦で年男の戌年です。
今年の誕生日で61歳になります。2歳で東京都中野区沼袋に
引っ越したため、関西弁、大阪弁はまったくしゃべれません
が、大阪への憧れのような感情は今も持っています。
公立の小学校、中学校、都立高校、予備校1年を経て、大学
に行き、
1982年(昭和57年)4月横浜銀行に就職いたしました。
小さい時は体を動かして外で遊ぶことが大好きで、小学校
を卒業するまで1年中半ズボンで過ごしていました｡ガキ大
将でした。中学校では、部活動でバスケットボールをやって
いましたが、夏休みは、顧問の先生の方針でバスケは早朝
練習だったため、午後は、陸上部と水泳部の練習にも参加
して、
スポーツ三昧でした。
高校では、勉強はそこそこでバスケットボールに明け暮れた
ため、1年浪人することとなり、なんとか大学に入りました。
大学の時も、勉強はそこそこで、母校で高校女子バスケボー
ル部のコーチを4年間まるまるやっていました。
この4年間で、
教えることの難しさ、伝えることの難しさを学ぶことができ、
そのことが一番社会人になって活きたことです。
横浜銀行では、入行が世田谷区の下北沢支店で、そのあ
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と青山支店、
三田支店開設と都内店舗を転々としていました。
バブル崩壊で、都内店舗の整理があり青山支店、三田支店
は現在ありません。
4ヶ店目で初めて多摩川を渡り、神奈川県店舗川崎支店勤
務になり、その後本牧支店、東京支店を経て、中央市場支店
で初めて支店長をやることとなりました。中央市場支店のあ
と、初めての本部勤務で営業店指導役といって、支店の尻た
たき役をやりましたが、1年2カ月ほどでまた現場に戻り大和
支店、登戸支店、新百合ヶ丘支店、町田支店、上大岡支店を
歴任致しました。横浜銀行勤務約30年で支店勤務12ヶ店、
本部１か所を経験致しました。横浜銀行最後の上大岡支店
に3年勤務後、横浜銀行関連の証券会社、浜銀TT証券に出向
となり、浜銀TT証券本店営業部の部長を5年やった後、2017
年(平成29年)9月21日より現在の泰平商事株式会社でお世
話になっております。
経歴は以上でございます。
プライベートでは、1985年(昭和60年)11月9日に結婚し、
それ以来大田区西六郷、
蒲田で暮らしています。
現在結婚34
年目に突入しています。子供は長女、長男、二女の女、男、女
の3人おります。1993年(平成5年)1月27日より、武澤を名乗
っています。武澤歴はまだ26年です。
趣味は、
スポーツ観戦で、
そのほかは最近また映画をちょこ
ちょこ見るようになりました。最近見た映画は、
クイーンの
『ボヘミアン・ラプソディ』
、
キムタクの
『マスカレード・ホテル』
、
野村萬斎の『七つの会議』
です。
最後に、仕事の話を少ししようかと思ったのですが、銀行
の話は先日勝田さんが話され、証券会社は青山さんがいる
前で5年しか証券マンをゃつていない私が話すのもおこが
ましく、
また、お肉の話は1年半ほどしか勤めていないので
私が語るには、お肉様に申し訳ないので、学生の時から興味
がある気象について少しお話をさせていただきます。
若いころは気象庁に勤めたいと思った時期もありました。
皆さん、
『気象予報士』
という資格を聞いたことあると思いま
すが、テレビの天気予報に出てくる人です。
『気象予報士』
っていつから存在するかご存知ですか?実は1993年(平成5
年)に気象業務法改正により、1994年(平成6年)8月28日に
第一回試験が実施された国家資格です。法律では年1回以
上の試験実施となっていますが、現状1月、8月の年2回、
日曜
日に実施されています。合格率どのくらいだと思いますか?
第一回が最高合格率で18%でしたが、現在は4〜6%で推移
し、平均約5%と狭き門です。
ちなみに、社会保険労務士は8
〜10%、中小企業診断士は1次試験15〜25%、2次試験20%
ほどのようです。
もちろん、受験する人のレベル等もあるとは
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思いますが、かなりの難関ですよね。
私が就職するときにはなかった国家資格で、
もし大学生時
代に『気象予報士』が存在していれば、受験していたかも
しれませんし、勤め先も変わっていたかもしれません。
皆さん、去年の夏のこと覚えていますか?
記録的な猛暑でしたね。過去最高気温を記録した場所が
随所にありました。去年を振り返ってみると、
まず6月は日照
時間が平年より多く、関東甲信地方では統計開始以降最速
の6月29日に梅雨明けしました。(1951年以降)
一番遅い梅雨明けは1982年の8月4日のようです。7月は、
台風7号や活発な梅雨前線の活動により、西日本を中心に
記録的な大雨となりました。
その後、太平洋高気圧の影響で
厳しい暑さが続き、埼玉県熊谷市で日本歴代最高気温の
41.1℃を記録しました。平均気温においても、平年と比べ東
日本で＋2.8℃で1946年の統計開始以降最高となり、西日本
でも＋1.6℃で1994年(平成6年)に次ぐ第2位タイとなりまし
た。各所で40℃超え岐阜県多治見市40.6℃、東京都青梅市
40.8℃(都内観測史上初の40℃超え)山梨県甲府市で40.3
℃、名古屋市で40.3℃(5大都市で初の40℃超え)
8月も平均気温で東日本＋1.3℃、西日本＋1.3℃と、去年は
本当に暑い夏でした。今年はどうなるのでしょうか。皆さん、
今から暑さ対策を考えておいた方が良いかもしれませんね。

本では冷夏、暖冬になる傾向があります。一方、
『ラニーニャ』
現象は、
『エルニーニョ』現象と逆の現象で、熱帯太平洋の
西部で海面水温が高くなり、東部で低くなる現象で、インド
ネシアでは例年より雨が多くなり、
日本では、夏猛暑、冬寒く
なる傾向があります。
だらだらと色々話ししましたが、少しは私のことをご理解
いただけたでしょうか。
スポーツ好きの変なおじさんと思っ
ていただければ問題ないかと思います。
これからもご指導の程よろしくお願い申し上げ、私のイニシ
エーションスピーチを終了させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

異常気象の:原因について調べてみました。
原因には色々考えられていますが、
①ブロッキング現象
②テレコネクション
③太陽活動の変動
④地球温暖化
⑤ヒートアイランド
⑥森林破壊などです。

ロータリー財団より清水孝一会員、関口幸恵会員にポール・
ハリス・フェロー＋１の称号を頂き、記念品を渡されました

①は偏西風などの大規模な風の南北の流れの振れ幅(蛇
行)がおおきくなり、
その状態が長期間続き、低気圧、高気圧
が移動せず停滞する現象で、長雨、熱波、寒波などを引き起
こします。
②離れた2つ以上の地域で気圧がシーソーのように伴っ
て変化する現象で、気圧の変化は大気・海洋相互作用によっ
て、天気や降水などの諸気象の変化を誘発し、結果的に天候
が伴って変化することです。
エルニーニョ、
ラニーニャ現象は
これに当たります。地球温暖化は、
ご存知のように、産業活動
が活発になり二酸化炭素、
メタン、
フロンなどの温室効果が
大量に排出され、大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた
結果、気温が上昇し始めた現象です。
ヒートアイランドは都市部の気温が周囲より高くなる現象で
す。都市部は地面がアスファルト、
コンクリートに覆われ、放
射冷却が弱まり、
また多様な産業活動により熱が放出される
ため、
日中気温が上昇し、
夜間は気温が下がりにくくなってき
ています。そのため、異常高温、大雨、日照不足など様々な
異常気象が発生しています。

ポール・ハリス・フェロー＋１ 同じくポール・ハリス・フェロー
のサファイア付きの襟ピンを ＋１の襟ピンを受け取られた
受け取られた清水孝一会員 関口幸恵会員

最後に
『エルニーニョ』
『ラニーニャ』についてお話します。
『エルニーニョ』
とはスペイン語で男の子、
『ラニーニャ』は
女の子という意味です。
『エルニーニョ』現象とは、熱帯太平
洋でみられる気象変動現象です。熱帯太平洋の東部で海面
水温が平年より高く、西部の海面水温が低くなる現象で、イ
ンドネシアや南米北部で平年より雨が少なく暖かくなり、
日

クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

誕生祝いの丸茂淳会員
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋
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先日発表されました３月の
スマイル報告大賞の記念品
を受け取られた福澤会員と
鈴木成一会員

幹事報告
◎ロータリー財団より、年次基金、ポリオプラスに累計
2,000ドル以上寄付されました、清水孝一会員、関口幸恵
会員へポール・ハリス・フェロー＋１の称号を頂きました。
記念のサファイア1粒付きの襟ピンをお二人にお渡し致し
ます。
◎4月20日(土)14:00から第11回インターアクト委員会が開催
されます。
次年度地区インターアクト委員会委員の青山会員が出席
されます。
◎4月21日の日曜日は地区研修・協議会となります。
バスをご利用される参加者は朝10:30にNTT前にご集合
してください。
時間厳守でお願いいたします。
◎5月10日
（金）18:30からの新旧理事・役員・副役員・委員長
・会計・会計監査の引継ぎ会の出欠と委員会報告、質問事
項の回答のご提出を今週中にお願いいたします。
◎ドイツ・ハンブルグでの国際大会に出席される会員に“地
区ナイト”のご案内が来ています。
日時：2019年6月2日(日) 18:30〜
場所：ハンブルグ 市庁舎パーラメントのレストラン
会費：一人10,000円
締切は5月15日(水)です。出席者の会員で参加ご希望さ
れる方は事務局までお願いいたします。

委員会報告
・米山 範明出席委員長
今日の例会の座席は、会務運営の委員会別の座席としま
した。4月20日までに引き継ぎ書の提出、5月10日には引継
ぎ会が予定されています。
次年度への引継ぎがスムーズに行なえるようにしていき
ましょう。
・柳川正人公共イメージ委員会
5月19日
（日）に8グループ合同で百瀬ＡＧのもと、
「ＥＮＤ
POLIO NOWキャンペーン」
を実施します。
平塚RCは、昼12時から14時までが担当の時間となります。
参加者を募集しています。
・清水 裕会長エレクト
15日〜17日の３日間で次年度の各委員会正副委員長に
出席いただき次年度の運営についてご意見をいただき
ありがとうございました。

ご入会予定の明治安田生命
平塚支社長の浅野康様

また、
21日今週の日曜日に地区研修協議会が、
六会の日大
藤沢で行われます。10時30分にNTT前に集合して、倶楽部
でまとまって参加したいと思います。１２時に点鐘で始ま
り、大懇親会で終了となります。出席義務者の方は、最後
までのご出席をお願いいたします。
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ビジター
卓話・行事予定
4月25日(木)

5月12日(木)
5月19日(木)
5月16日(木)

入会記念卓話：武澤武彦会員
卓話：
（株）JTB 取締役
訪日インバウンドビジネス
推進部長 坪井康博様
休会
卓話：JC理事長常盤健嗣様
会場：ホテルサンライフガーデン 芙蓉の間
入会記念卓話 石井允三幸会員
現在ございません

市内例会変更
クラブ会報委員会
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清水 雅広

馬上 晋

