
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OＦ TAKATSUKI 国際ロータリー 第２６６０地区 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 浜田厚男 幹事 橋本憲治 クラブ運営委員長 馬渕晴彦 会報担当副委員長 藤田貴子 

３月は水と衛生月間 

 

◎ソング･･･四つのテスト 

◎外部卓話 
   高槻市都市創造部下水河川企画課 

「高槻市の下水道について」 

◎例会後の行事  第 4 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3111 回 本日（3/14）の例会 

（1/20）の例会 

 

◎ソング･･･四つのテスト 

◎卓 話  

   岩井 祐造君 

  「          」 

 ◎２月度皆出席表彰 

◎例会後の行事 

  第 3 回情報集会  13：35～ 於：例会場 

第 3112 回 次々回（3/28 例会） 

No.33  2018 年 3 月 14 日発行 

 イアン H.S. ライズリー RI 会長 

 

 

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ～ロータリー：変化をもたらす 

 

会員数 出席者数 出席率 

52 名 40 名 85.71 ％ 

前々回例会補正後出席率  98.04  ％ 

但し、 Mup 11 名   欠席者 1 名 

出席規定適用免除有資格者  1 名 

 

 

 

 

 

 

◎3/7 出席報告 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

先週（3/7）例会より 

◎ビジター・ゲスト           0 名 

※ 3/21（水）は定款による休会 

◎会長の時間   

３月に入り今月は水と衛生月間です 
水で思い出すのは、何年か前にタイの国際大会に行

ったとき、井前さんが何かに当たって、大変苦しんで
おられたのを見ました。 
その症状が、ずっと続いていたのを見て、外国での

食べ物や水は注意することが大事であると学びまし
た。水は封のしたホテルの水か、日本から持参したも
の、食事は腹八分目と。 
しかし、先日タイに行ったときゴルフ場で持ってい

ったミネラルウｫーターで水分補給していたら、キャデ
ィがサービスで、コップに氷を入れてこれに水を入れ
て飲めと言うのです。 
せっかくの行為なので断れないので少し入れて口を潤
す程度に飲みました。 
水は日本の水が一番安全安心です。みなさんも気を

つけてください。 

 

 

 

3/7 卓上花 

アルストメリア 

  ････未来への憧れ 

トルコ 

  ････優美 

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

・特にございません。 

 

◎委員会報告 

〇クラブ研修委員会            朝倉 通憲 

 第 3 回情報集会を下記のとおり開催いたします。 

多数のご参加をよろしくお願いいたします。 

記 
【日  時】 2018年 3月 28 日（水）例会後 
【情報集会】13:40～14:40 
【場  所】 例会場 

【内  容】 討論会 

（意見・提言・疑問点・問題点等対話集会） 

テーマは、当クラブ戦略計画のビジョンである 

「品格と活気溢れるクラブ創り」 

「クラブを変革させ魅力ある楽しいクラブに」 

 を実践するための個々、具体的方策についての意見・ 

提言又は問題点について、お話していただき、これに 

ついて考え、討論する。 

（テーブルリーダーのもとディスカッションする） 

クラブの活性化は、「対話」が不可欠です。 

多数のご参加お願いします。 

 

〇青少年奉仕委員会            小阪 大輔 

 2017～2018年度 春のRYLAセミナーのご案内が届

きましたので、皆様のポケットのチラシを入れており

ます。ふるってのご参加をよろしくお願いいたしま

す。 

 【日 程】2018 年 4 月 28 日（土）～30 日（月・祝） 

 【ホスト】八尾ロータリークラブ 

 【研修場所】4 月 28 日（土）4 月 30 日（月・祝） 

         関西大学 高槻キャンパス 

       4 月 29 日（日） 

         関西大学 堺キャンパス 

 【申込期限】3 月 31 日（土） 

 【参加対象】国際ロータリー第 2660 地区内各ロータ

リークラブの推薦による 18 歳から 30 歳まので青年

男女、並びにローターアクター、財団奨学生、米山奨

学生、交換留学生およびロータリー学友 

  

〇職業奉仕委員会           坂野 信一 

 職業奉仕委員会 職場訪問「フジワーク様」（高槻）

を開催いたします。白石純一会員のお会社です。訪問

後は高槻駅近辺にて懇親会も予定しております。回覧

を回しますので、ご参加のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 【日 時】2018 年 5 月 23 日（水）14：00～ 

 【訪問先】株式会社フジワーク様 

（高槻駅より徒歩 5 分ほどです） 

 【懇親会】高槻駅近辺 

 【会 費】￥4,000～￥5,000 

 

〇囲碁同好会             西澤 直紀 

 先日、募集をいたしました囲碁同好会ですが、清水会

員、田渕会員、東村会員、深野会員、飯島会員と発起

人の川面会員、山室会員、西澤の 8 名でスタートする

こととなりました。 

有名女流棋士に指導を頂ける予定です。会場は野村證

券のリニューアルした新しいセミナーホールです。参

加予定の方は、次週、例会前に顔合わせを致しますの

で、お集まりください。 

 

◎卓話  

  「建設・土木業における IOT の活用」 

高槻砕石(株) 光本 智輝 

 

 IOT という言葉を最近よく耳にします。IT 技術の発展に

ともない、街中でも耳にする機会が多くなってきているよう

に思います。IOT（インターネット オブ シングス）

は、直訳すると『モノのインターネット』というもの

で、コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、

世の中に存在する様々な物体 (モノ )に通信機能を持

たせ、インターネットに接続したり、相互に通信する

ことにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行

うことです。例を一つ挙げると、店舗の「レジ」にイ

ンターネット通信機能を持たせます。そうするといつ

の時間に何がどれだけ売れたのかなどのデータを、イ

ンターネットを介して、店舗から離れた本店でリアル

タイムに確認し、指示を出す、といった使い方ができ

ます。その他にも販促データの収集、売上実績の自動

集計や自動分析などの作業が簡素化され、人件費削減

にもつながります。IOT は簡単に言うと「インターネ

ット通信技術を用いて自動化を行い、生産性を向上さ

せる技術」なのです。 

 土木・建設の分野では今、深刻な労働者不足が起き

ています。少子高齢化の影響で日本全体の労働者人口

が大幅に減っている上で、さらに「きつい・汚い・危

険」である、いわゆる３K のイメージがついてしまっ

た仕事にはなかなか人が集まりません。建築技能労働

者数は現在約 340 万人と言われていますが、総務省の

「労働力調査」では、７年後 2025 年には約 130 万人

（1/3 以上）減少し足りなくなるという推計が出され

ています。そのような背景がある中で、油圧ショベル

（俗にいうパワーショベル）に IOT 技術を活用したお

もしろい事例（動画）があるので紹介します。 

 

 

「 PC200i 3Days challenge 〈法面整形完全攻略〉」 

新人女性オペレータが難しい法面整形を 3 日で

攻略するさまに密着。  

 

 

「 3Days わたしたちの道路」  

女性社員 5 人で道路工事にチャレンジ。  

 

動画提供 コマツ建機販売(株)様 

 

私は、この動画を初めて見た時に、熟練の職人技を

重機の免許を取りたての女の子が実際にやってしま

うのを見て、衝撃を受けました。この動画の面白いと

ころは２点あります。まず一つは作業がとてもはやく

正確である事です。熟練のオペレータに乗ってもらっ

ても作業時間短縮につながります。もう一つは初心者

でも安全に作業ができる事です。この動画だけを見て

「きつい・汚い・危険」といった３K のイメージを待

たれる方は少ないのではないでしょうか。 

 実際に砕石の現場ではまだ取り入れる事はできま

せん（発破して山の岩石をとっていくのでその都度法

面を綺麗に施工する意味がない）が、もっと技術が進

歩すれば、情報化施工の幅も広がっていくと思いま

す。砕石業にも IOT 技術が活用できるようになる日を

期待しながら、本日の卓話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。 

 



   

 

 

  

◎例会前の行事 

2017 年〜2018 年度 3 月度定例理事会 議事録 

日  時  平成 30 年 3月 7 日（水） 

場  所  例会場 

時  間  午後 11 時 00分〜同 12時 10分 

出席者  浜田厚男 井前憲司 朝倉通憲 大木城司 
河合一人 川畑孝彦 小阪大輔 伊藤智秋 

 田渕謙二 坂野信一 藤井敏雄 馬渕晴彦 
 石田 佳弘         （以上 13名）  

欠席者  稲富 博文 橋本 憲治     （以上 2名） 
浜田会長 挨拶 

1.  前回議事録承認 
議事録を確認して承認された。 

2.  会計報告 
異議無く承認された。（田渕会員） 

3.  IM 決算報告について 
IM の決算報告はまだ提出されていない。 
余った金額は地区に返す。 

4.  プログラムについて 
6 月まで決まっている。 
変更 4/11井前氏  
4/18は 21日に変更（卓話なし）  
4/21は 4/25 に変更  卓話は朝倉氏 
6/20は会長不在でも良ければ・・。  

 （国際大会参加の為） 
3/14は外部卓話  
3/28は情報集会を例会後に開催することを承認。 

5.  4月観桜会（移動例会）について 
予定通り進行している。 （17名） 
移動例会になるため食費などは例会費用で賄う。 

6.  その他 
川面氏より 65周年について説明 
記念事業をやる意義   資金が必要 
当クラブは式典の為の準備がされていない。 
前例（55 周年）から言えば 300 万円ぐらいか
かるので今年度中に 100 万円ぐらいを集めた
い。 
そして伊藤年度に 100 万円を集めて記念式典
時不足分を集める。 
只、概算を提出頂かないとはっきりしたこと
は言えない。 
早急に概算の提出を求める。 

伊藤エレクト写真同好会から作品発表会を開催
する。 

それについて予算を欲しい。 
清水氏と話しあってみる。 
他の同好会と同じようにしないといけない 
ので否決 

職業奉仕委員会の坂野氏より 5/23（水）の例会終
了後より職場見学をする。 

場所は株式会社フジワークで承認 

次回開催日 
2018年 4 月４日（水） 11:15～  例会場 

                作成者 
副幹事 石田 佳弘 

 

◎例会後の行事 

 

 いのちキラキラ食栽活動 推進委員会が開催され
ました。（14：00～高槻市立松原幼稚園） 

 

 



 

 

◎R 財団への寄付 

 朝倉 通憲君 ￥5,000- 藤田 貴子君 ￥5,000- 

 河合 一人君 ￥5,000- 川面 智義君 ￥5,000- 

 丸山 俊郎君 ￥5,000- 長山 正剛君 ￥5,000- 

 白石 純一君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥ 35,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 790,000- 

           一人当たり平均 ＄143.43 

 

◎米山奨学会への寄付 

 入谷 治夫君 ￥5,000- 岩井 祐造君 ￥5,000- 

 長井 正樹君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥ 20,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 637,500- 
         会員より  ￥ 370,000- 

ｸﾗﾌﾞより  ￥ 267,500- 

           一人当たり平均 ￥12,500- 

 

 

 

                  ２０１７～２０１８年度例会プログラム   2018.3.7 修正                                        

     
月 日 内   容 例会後の行事 備   考 

3 

7 卓話（光本） 定例理事会（例会前） ＊水と衛生月間 

14 
外部卓話  
高槻市都市創造部下水河川企画課 

被選理事会   

21 休会     

28 卓話（岩井） 第 3 回情報集会 （担当）クラブ組織委員会 

4 

4 委員長会議報告 定例理事会（例会前） ＊母子の健康月間 

11 卓話（ 井前 ） 被選理事会   

18 移動例会 → 4/21～22 観桜会 4/21～22   

25 卓話（朝倉）   （担当）クラブ研修委員会 

                  

      
    

    

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 朝倉君、波々伯部君、飯田君、小阪君、 

長井君、清水君 

・結婚記念内祝 入谷君、岩井君、白石君、山室君 

・入会記念内祝 坂野君、藤井君、河合君、川面君、 

山口君、山室君、 
・創業記念内祝 藤田君（あっという間の 20年でした。今後、 

          一層努力いたします。20年前の長野オリンピッ 

クは開業の準備で大変でした。ピョンチャンオ 

リンピックは皆様素晴らしい結果で私にとっ 

ても素敵な周年の記念になりました）、 

白石君 

・恥ずかしながら、店頭にて 60 万円のワインを万引き 

されました。               坂野君 

・私事ですが希望通り高槻に残留となりました。今後と 

も宜しくお願い致します。         西澤君 

・清水会員、下手な写真を受け取って頂きまして。 

丸山君 

・卓話を聞いていただきありがとうございました。 

光本君 

 

         本日の合計  ￥ 110,000- 
       7/1 よりの累計  ￥1,702,000- 

  

 


