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第 2836回例会

≪司 会≫ 川崎 依子 君

― ≪合 唱≫ 「君が代」「奉仕の理想」

<会長 >
<直前会長 >
<会長エ レク ト>
<副会長 >
<幹事 >
<会長 ノミニー >
<会計 >
<会場監督 >
<奉仕プ ロジェク ト>
<会員増強 >
<ク ラブ広報 >
<ク ラブ管理運営 >
<ロ ータ リー財団・米 山>

<会長 >
<直前会長 >
<会長エ レク ト>
<冨1会長 >
<幹事 >
<副幹事 >
<会長 ノ ミニー >
<会計 >
<会場監督 >
<副会場監督 >
<会計監査 >
<ク ラブ研修 リーダー >

2018～ 2019年度 役員 役割分担

杉田 至弘 君

高田 雅司 君

新間 桂子 君

大角 晋朗 君

川口 尚宜 君

※期中より加わる

大村 幸代 君

高柳 正雄 君

望月 康弘 君

山下 勝央 君

長島 秀親 君

相原 雄治 君

肥田 隆輔 君

杉 田 至弘 君

高 田 雅司 君

新間 桂子 君

大角 晋朗 君

川 口 尚宜 君

長 田 きみの君

※期 中より加わる

大村 幸代 君

高柳 正雄 君

長谷川 泰 君

由利 浩志 君

新聞 桂子 君
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≪BGM≫  羽田 健太郎「POEM JAPANESOUE」 より

初氷、雪は踊つている etc

≪ゲス ト≫ 静パック

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

該当な し

(有)代表取締役 佐野 智紀 様

≪会長挨拶要 旨≫

結婚記念 日

12月  8日 脇永 勉 君

12月 11日 伊藤 洋一郎 君

12月 11日 武田 弘樹 君

高田 雅司 会長

今 日はゲス トとして静パ ッ

ク有限会社の代表取締役

佐野智紀様をお迎えして卓話

を頂きます。そして皆様には

この後の年次総会で次年度の

理事、役員のご承認を頂きま

す。そんなわけで、今 日は予

定もぎつしりで、幹事の川崎さんからはくれ ぐれも短め

の挨拶をと、きつく言われてお りますので・・・。

さて先 日、来年 6月 、ロシアにて開催 されますサッカ

ーワール ドカップの組み合わせが決ま りました。会長就

任時の挨拶でお願いしてあります例会の欠席を再度お

願い したいと思います。ワール ドカップは 6月 14日 の

開幕で一ヶ月間開催 されますが、往きは6月 16日 の成

田便、帰 りは6月 30日 のモスクワ便を予約 しました。

ホテルもモスクワ市内に確保 し、これからチケットの確

保が一番の課題です。残念ながら日本戦は会場の関係で

観戦は無理そ うです。モスクワ、サンク トペテルブルク

での試合を何とか4,5試合観戦 したいと思つています。

この間、サッカー観戦 と共に建物や美術館、博物館など
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会長■

高田雅司

平成 29年 12月 7日  天候 晴

の視察も計画中です。とい うわけで 6月 21日 と28日 の

最終夜問例会を欠席 させて頂きます。帰 りましてから

お時間を頂ければ、ロシアの建築事情などもご報告申し

上げたいと考えてお ります。どうぞよろしくお願い致 し

ます。以上、会長挨拶に替えさせて頂きます。

≪クラブ年次総会≫

クラブ定款第 8条第 2節ならびに細則第 3条第 1節

により、2017～ 2018年度のクラブ年次総会が開催 され

ました.ク ラブ細則にもとづき高田会長が議長を務め

2018～ 2019年度理事・役員承認の件について審議が行

われました。クラブ内規第 2条 (d)に よる採決の結果

賛成多数により原案 どお り承認 されま した。その後

杉田会長エレク トから理事、役員 と役割分担について

発表が行われました。

2018～ 2019年度 理事 役割分担



≪来賓卓話≫  「ダイバーシティ経営に関する研究」

静パック (有)代 表取締役 佐野 智紀 様

私の父が静岡東ロータ

リークラブで長年お世話

になってお ります こと

家族一同感謝 してお りま

す。父が人生の三本柱に

しているのは、家族、仕

事、そして、こちらの会

で、支えてくださつている皆様に感謝の気持ちを申し

上げに参 らなければ、私の役 日は果たせないとい うこ

とで、本 日お伺いした次第です。今後 とも父をどうぞ

よろしくお願いいた します。

私 どもは、お茶・コーヒー・紅茶もろもろのパッキ

ング、青汁等のスティック製造をしてお ります。基本

的にはお客さまの商品を作つて、後は販売をしていた

だくだけ、 とい う仕事になります。

さて今 日はダイバーシティ経営 とい う非常に大き

な話ですが、私どもが中小企業なりにどう取組んでい

るかについてお話 ししたいと思います。

製造業で内体労働がメインである点も踏まえ、取組

むべきは「障がい者の雇用」「IoT° AI」 「健常者 。女性

活躍J「外国人J「高齢者Jの 5項 目ですが、今 日は時

間も限られてお りますので、このうち 「障がい者の雇

用」と「IoT・ AI」 の 2点 について取組みを紹介させて

いただきたいと思います3

先ず 「障がい者の雇用」についてです。現在、私 ど

もは 「就労移行支援事業Jに取組んでいますが、これ

は、学校を出られているが、職に就いていない障がい

者の方を引1練 し、就職のサポー トをしようとい うもの

です。今年の 3月 からスター トし、現在 4名 、来年に

は 10名 近い規模になるだろうとい う状況です。

仕事の一例を挙げると、事業所内に設けた製造所で

お菓子作 りに取組んでもらつています。 これにより

“障がい者の方が作つたお菓子"と い う社会貢献だけ

でなく、“お茶と一緒にお菓子も提案できる"と い う本

業への相乗効果が期待できると考えています。

障がいの特性にもよりますが、障がい者 と農業も非

常に相性がいい、とい う状況も聞いています。今後は

少 しでも自給率を上げる意味でも、静岡産の農作物を

作るために障がい者の雇用を活用 しながら、商品化・

農産物の生産ができたらいいなと思っています。

障がい者の雇用開始には、結構苦労がありました。

県や市の認可事業のため、審査や手続きに時間がかか

り、最終的に 1年位要 しました。福祉事業は役所の担

当者の数も含めて社会貢献 とい う位置づけで、ゆつた

りした雰囲気は、営利 目的の一般企業にとつてはギャ

ップを感 じることもあります。 しかしながら最終的に

は 20名 程度まで受け入れ人数を増や し、社会貢献につ

なげていきたいと思つています。

次に 「IoT o AIJに ついてお話 します。

私 どもは ITと いつても大がか りなことができるわ

けではありませんが、機械を使 う業種 としては省人化

つま り、人を効率よく生産性の高い ところに配置 し

工業的な作業を IT化 していくことが必要と考えてい

ます。その 1つ のツールが loTで あり、私どもが使用

している機械 も今後は IoT化 してい く状況にあ ります。

このため、大学 との共同研究で、安価な IoT化 で生

産性 をあげることにチャレンジ しています。

その中身は 「疎結合型 IoT」 と言つて、中小企業の

特徴 を活か した “多品種少量"に も対応できるもので

す。一回導入 しても好きな時に外せて好きな時に取付

けられて、スマー トフォン並みの持ち運びの良さも持

つていて、 しかも安価 とい うイメージです。

そ うした仕組み を介 してサーバー に蓄積 されたデ

ータをどうやつて使 うか、これはもうAIの 分野にな り

ますが、以上、一連のシステムやプログラムを、 どう

やつて従業員に覚えてもらつて長期的に運用 してい く

かが課題です。運用 と教育には 1か月～ 1年位 の時間

が必要 といいますが、ダイバーシティと言つている限

り、高齢者 も障がい者 も女性 も、皆 さん一様にできる

よ うな教育をしていかなければいけません。 1つ のダ

イバーシティを導入す るにあたつて他のダイバーシテ

ィに関連す る人に対 しても理解 していただ く必要はあ

り、その面での苦労はこれか らあると思つています。

今後の展望 としては、このよ うなインフラ強化 を通

じて人材育成・ノウハ ウを作 り、協力いただいている

会社 さんにも導入 していけば、会社単位 。会社同士で

の IoT化 が繋がつて、より効率的な生産性 を生んでい

くのではないで しょうか。5年 10年スバ ンになるで し

ょうが、これができれば中小企業は今後 も非常に伸び

ます し、世界に対 しても活躍できる企業体になるので

は とワクワクしているところです。

今後 とも私 としては会社 を通 じて社会貢献 を して

いきたい と思ってお りますので、引き続 き宜 しくお願

いいた しますこ

≪スマイル報告≫

青島 隆晴 君    本 日より入会させて頂きます。ご縁

を大切に楽しく参加させてもらお うと

思っています。よろしくお願いします。

由利 浩志 君    河野さんの後任、青島隆晴さんが本

日入会です。よろしくお願いします。

中嶋 達郎 君    青島さんの入会を心より祝い、スマ

イルします。

佐橋 徹 君     結婚記念 日のお花を戴きました。あ

りがとうございました。年末のあわた

だしい中のひとときホットした気持ち

になりました。

伊藤 洋一郎 君 結婚 していたことを忘れていま し

た。中島さんに言われて、気付きまし

た。結婚記念 日のお祝いあ りがとうご

ざいます。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

12/7 55(52) 11

11/30 54(52)

11/16 54(51) 7 5 2 96 08%

(会報作成 花房 善之)


