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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 1982回 【例会】 外部卓話 秩父鉄道

代表取締役

平成31年3月20日

大谷 隆男 氏

◎司会：石井 典男 副 SAA

◎点鐘：市川 富夫会長

らなる誘客に結び付けていきたい」と意気込んでいるそうです。

会長挨拶
市川 富夫

18時30分

秩父鉄道も負けてはいません。新しく駅を（ふかや花園駅・

会長

ソシオ流通センター駅）を作りドラマや撮影に多くの協力を
して、地域密着方針を取り新しい風が吹いているようです。
大谷隆男社長就任後は会社は黒字にした実績を十分に、今後
の活躍を期待します。

紹介：
秩父鉄道代表取締役

大谷隆男

様

熊谷東ロ―タリークラ

ブようこそいらっしゃいました、歓迎致します。
秩父鉄道㈱大谷隆男社長様と初めてお会いしましたのは、み
ずほ銀行のゴルフコンペのときでした。まだ一緒に回っては
いないですが、その後卓話を御願いしたところ、快い返事を
して頂きました。ことを報告いたします。

父鉄道」と出ていました。
みなさん 「今でしょうか。」
「小さな出来事が幾つかの重なりを生み、重なりが繋がり知
恵を加えると、大きくなる要因を土台に作り流れ出されるの
でしょうか。」・・・（熊谷市も秩父鉄道大谷社長も繋がりを
つくろう）

（秋田時価上昇）
JR 秋田駅前 27 年ぶり地価上昇

株価情報（ソリューション）は、急騰してもおかしくない「秩

秋田犬人気、ナマハゲ無

形文化遺産、追い風になったのか。
国土交通省が 19 日に発表した公示地価で、1 平方メート
ル当たりの平均が 13 年連続全国最下位となった秋田県で
は、最高価格地である JR 秋田駅前（秋田市）の商業地が
166000 円（前年比 1.8％増）と 27 年ぶりに上昇へ転じた。

秩父鉄道にどのような新しい風が吹いているのか。卓話宜し
くお願い致します。
有難うございました。
例会日

出席

欠席

MU

出席率

3.20

17

11

0

61%

秋田県では、平昌冬季五輪フィギュアスケート女子の金メダ
リスト、アリーナ・ザギトワ選手にプレゼントされたことで（プー
チンさんも）秋田犬の人気が高まったことに加え、
「男鹿のナマ
ハゲ」
（同県男鹿市）のユネスコ無形文化遺産登録、金足農業

来賓紹介
藤澤 貞彦

副会長

高校の甲子園での活躍など明るい話題が続いている。
観光庁の宿泊旅行統計調査によると、2018 年に秋田県で宿
泊した外国人は速報値で延べ 113990 人（前年比 8.9％増）
と、07 年の統計開始以来最多を記録。JR 東日本秋田支社は

〈本日 4/3 のプログラム〉

今月、秋田駅前のホテル増築計画を発表した。国交省は地価
上昇の要因を「回遊人口の増加で飲食店などの需要が高まっ
たため」と分析している。

卓話

県建設部長は「
『秋田の風』が吹いている。知恵を出してさ
kumagaya-east-rc.com

理事会報告
地元 市会議員 小鮒賢二 所属：都市建設
誕生祝い
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幹事報告
浅井 純次

幹事

地区事務所より
・次年度 MOU（覚書）取り交わしのお願い
財団補助金関係
・地区大会における選挙人名簿提出のお願い
当クラブは 1
( 市川富夫会長 )
大会決議案添付
・米山記念奨学会より
ハイライトよねやま 228
・日本青少年研究会金沢会議開催
5/25( 土 ) 県立音楽堂
◎第 5 グループ第 5 回会長幹事会
4/22（月）18：30 割烹 魚豊 （会長・幹事）
◎ 5 クラブゴルフコンペ会議議事録（3/4）
一時休止 （残金は金等割返金）
◎高城神社より
春祭りの案内
4/10（水）11：00 より
( 当クラブは旅行中 )

清水利夫会員
秩父鉄道の大谷隆男社長の卓話楽しみにしていました。よろし
くおねがいします。
中山康徳会員
本日の卓話では秩父鉄道株式会社代表取締役 大谷隆男様の
お話を楽しみに出席致しました。私の亡き母が独身時代秩父
鉄道に就職していた事を思い出しました。
吉田 繁会員
本日は卓話講師の秩父鉄道代表取締役の大谷隆男様ようこそ
お越し下さいました。大谷様の卓話をお聞きしたく楽しみにし
ておりました。宜しくお願い致します。
小川 智会員
秩父鉄道代表取締役大谷隆男様のご来訪を心より歓迎申し上
げます。
野村泰豪会員
大谷社長の卓話、楽しみにしていました。今日は宜しくお願い
致します。
先日家内と「翔んで埼玉」という話題の映画を見て参りました。
馬鹿馬鹿しい映画ですが熊谷在住は特に！大爆笑です。ご覧
になってない方は是非！エンディングは拍手が出ます！
井桁憲治会員
大谷隆男様、本日はご多忙の中お越し下さいまして、ありがと
うございます。卓話を楽しみにして参りました。宜しくお願い
申し上げます。
ニコニコ BOX

本日

累計

3.20

￥18,000

¥548,100

親睦委員会
小川

智 委員長

外部卓話
秩父鉄道

代表取締役

大谷 隆男 氏

講演テーマ

親睦家族旅行について

「秩父鉄道の交通の発展と地方開発 〜地域をより豊かに ~」
内容

ニコニコ BOX
井桁 憲治

・会社概要
・秩父鉄道 120 年の歩み

委員

・SL 運行 30 周年について
・今後の展開

市川会長・藤澤副会長・浅井幹事
秩父鉄道株式会社 代表取締役社長 大谷隆男様 お忙しい
ところおいでいただいき誠にありがとうございます。本日の卓
話よろしくお願いいたします。
市川富夫会長
熊谷東ロータリークラブようこそいらっしゃいました。歓迎致し
ます。
卓話宜しくお願い致します。楽しみにしていました。
浅井純次幹事
先日、姪の結婚式に出席しました。披露宴途中で中庭に移動
してデザートタイム等若者向けに内容が変わってきたと感じま
した。
野中弘之会員
1 秩父鉄道代表取締役 大谷様ようこそ当クラブへおいで下
さいました。楽しみにお話拝聴させて頂きます。
2 家内の誕生祝いの「寄せ植」ありがとうございました。大切
に育ててゆきます。
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〈次回 4/24 のプログラム〉
夕刻移動例会 味千両
市長卓話 富岡 清 氏

