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● ロータリーソング「我らの生業」 

● 中野芳啓 様（株式会社 TAインポート代表取締役・卓話者） 

● 佐藤颯音 君（2019-2020年度青少年交換プログラム アウトバウンド・イタリア） 

 

 

みなさんこんにちは。 

11月 18日 日曜日に行われた「大谷資料館周辺清掃活動プロジェクト」ですが、総勢 38名と 

大勢の方に参加を頂き、早朝から大変お疲れ様でした。 

無事に成功出来たのも、加藤 社会奉仕委員長をはじめ クラブの皆様、そして、クラブの関係者

のご協力のおかげです。ありがとうございました。 

そして、25日の日曜日に、2018-19年度 地区社会奉仕研究セミナープログラムに熊本幹事と参

加して来ました。講演は、三部構成で、「子どもの貧困・虐待防止～子どもの居場所づくりと取り

組みについて」の内容でした。事例紹介の一部として、西那須野 RCでは、ロータリー財団の地区

補助金を利用し、社会奉仕として NPO法人キッズシェルターの支援を 2016年度から継続して行っ

ているそうです。 

セミナーの感想としては、このような悲しい現実がとても身近にあるのだなと思いました。そ

して、知っているようで無知だった世界とちゃんと向き合う機会を頂きました。また、支援につ

いては、現状を知ると個人的な感情としては助けたいなと思いました。 

しかし、ロータリーの支援となると、クラブでの理解、単年ではなく継続事業としての支援、

資金だけではない直接的な関わりなど、いろいろな壁があるのかなと思いました。現に、西那須

野 RCでも会員アンケートを行った結果、継続に賛成は、6割、再考すべき・取り止めるべきとの

反対が、4割あるのも事実です。総評として、地区内の各クラブに社会奉仕事業として、「子ども

の貧困・虐待防止の支援の取り組み」を推奨するのは理解しました。 

しかし、取り組みを実現するには、年度が始まっている会長、幹事、社会奉仕委員長を対象と

するのではなく、開催時期を変えて、次年度の会長、幹事、社会奉仕委員長を対象にすれば次年

度の事業計画案の対象になるのではと思いました。 

 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

11 月 第 3 例会          

2018年 11月 27日(火)     会員数 37名 出席数 25名 
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 §大谷清掃活動、大変お疲れ様でした。 

§2019-20青少年一年交換留学生 佐藤颯音 君（当クラブ推薦）がご挨拶に見えました。 

§来月 12月 15日に行われる第 41回日本語エッセーコンテストに入賞（5名のみ）、ミンさんが口

頭発表会最終審査会に出席いたします。来週の例会で練習を兼ねて発表をしてもらう予定です。 

§来週 12月 4日は年次総会となっております。 

   回覧 

   §第 41回 日本語エッセーコンテスト概要です。 

お知らせ 

  §本日 11月 27日は・・・ノーベル賞制定記念日 

1895年のこの日、スウェーデンの化学者ノーベルが、自らの発明したダイナマイトで得た富

を人類に貢献した人に与えたいという遺言を書いた。ノーベルの死後、ノーベル財団が設立さ

れ、1901年にノーベル賞の第 1回受賞式が行われた。 

ノーベルの遺産を元にした基金 168万ポンドの利子が、物理学・化学・生理学医学・文学・

平和事業の 5分野に貢献した人に贈られている。1969(昭和 44)年に経済学賞が追加された。 

毎年ノーベルの命日の 12 月 10 日に、平和賞はオスロで、その他の賞はストックホルムで授賞式

が行われる。 

 

  §2019-2020年度 1年交換留学生選考会が 8月 5日に行われ 6 名 (男子 4名女子 2名) が選出され

ました。オリエンテーションを実施し派遣致します。 

 

    佐藤颯音君(さとうはやと)（宇都宮短期大学付属高校 2年） イタリア派遣 

 

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。18日に実施した「大谷資料館清掃活動プロジェクト」です

が、たくさんのご参加、ありがとうございました。総勢 38名でクラブ一丸と

なって社会奉仕事業ができました。皆様のご協力に感謝してニコニコ致します。

また、結婚記念日の素敵なお花、ありがとうございました。 

§髙橋順也会員  本日はお忙しい中、卓話に来ていただきありがとうございます。中野社長の素

晴らしい話術を期待しております。どうぞよろしくお願い致します。 

§高橋和夫会員  この度、私個人として法務大臣表彰で 2回目となり、大変喜んでおります。ニ

コニコ致します。 

§加藤紀夫会員  11月 18日(日)の大谷資料館清掃活動プロジェクトにご協力いただきまして、

ありがとうございました。大成功だったと思います。 

§古矢幸伸会員  皆様こんにちは。先日の大谷清掃活動、ご苦労様でした。家族共々貴重な体験

をさせていただきました。また、会員増強に一層のご協力をお願い致します。 

§関 夫美会員  皆様こんにちは。先日の奉仕活動、お疲れ様でした。お掃除後は、とても気持

ちが良いものです。大谷資料館もガイドさんのお話がとても上手で、貴重なお

話を聞けて大変楽しかったです。 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

   地区青少年交換委員会報告     岩﨑 正日登 委員長 

 

 

 

 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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§藤井モト会員  お誕生祝い、いただきましてありがとうございました。 

§上杉哲也会員  11月 21日 51歳になりました。誕生日のお祝い、ありがとうございました。 

§長 英明会員  結婚記念日のお祝いをいただきまして、ありがとうございました。 

           

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  31,000 円 

 

 

    

    中村 芳啓 様 

    株式会社 TA インポート代表取締役 

 

「最新の運転支援システム及び今後の車の未来について」 

 

   【先進運転支援システム】 

    ◇自動車線維持支援システム(ACC) ◇前方車追従走行システム ◇車線変更 

◇車線逸脱防止支援システム ◇横風安定処理 ◇自動駐車 ◇居眠り運転検知 

◇衝突被害軽減ブレーキ ◇自動速度制限装置 ◇デジタルミラー ◇道路標識認識 

◇自動車用ナイトビジョン ◇車両間通信システム ◇ブラインドスポットモニター 

◇カーナビゲーションによるリアルタイムの交通情報の提供 

【完全自動運転システム】 

システムが場所の制限なく交通状況を認知して、運転に関わる全ての操作を行います。システ

ムが緊急時の対応も行います。レベル 5に達するとドライバーが運転を行う必要が完全になく

なるため、メーカーはアクセルやハンドルを排除したクルマのデザインを行うことができるよ

うになります。 

新型 Audi A8は市販モデルとしては初めて、公道での条件付き 

自動運転を可能にしました。一定の状況下であれば、ドライバー 

は運転操作を完全にシステムに委ねることができます。史上初と 

なるこの技術は、テクノロジーの革命といえるでしょう。 

 

アウディ エレーヌは、電気自動車のＳＵＶクーペです。 

このクルマには、数年のうちには市販モデルにも搭載可能に

なり状況によってはドライバーの乗車も不要な、高度な自動

運転テクノロジーが採用されています。ドライバーが既定の

エリア内（ハンドオーバーゾーン）でクルマを降りると、そ

こから先は、クルマがドライバーなしで自律的に走行して、 

多層駐車場の建物のなかで空いている駐車スペースを見つけて停まったり、また洗車場、荷物受

け渡し場、ガソリンスタンド、もしくは電気自動車の場合は、充電ステーションなどを見つけ、

サービスを自動的に受けたりします。Audi AI の働きにより、クルマだけでもそうした操作をす

べて完了してくれます。 

 

   招待卓話            
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ウェイモ google子会社の自動運転車開発企業 

 

 

2012年 8月：プロトタイプの車両「フリート（fleet）」が 48万キロメートルを走行した。 

2014年 4月：Googleの自動運転車の総走行距離が 100万キロメートルを突破した事を発表した。 

2015年 11月:公道での総走行距離が 190万キロメートルを突破。この時点でも無事故無違反と    

なっている。 

「大雨や雪の降る日は走行できない」とする分析結果を科学雑誌 

に公表した。Google自動運転カーの上部に取り付けられている 

センサーは、雨粒や雪粒を障害物と認識し、走行できなくなる問 

題がある。また道路上に落ちている石とシワだらけの紙の区別が 

出来ないほか、歩行者を電柱と誤認識する事もある。日差しが強 

い状況下ではセンサーの解像度が下がり、信号が読み取れない場 

合もある。 

目的地までの自動走行は、地図データへの依存度が高いため、 

開発には詳細かつ膨大な地図データをインプットする必要がある。 

しかし米国の大半の地域では、安全に走行できるほどのデータは 

インプットされておらず、走行可能なのは一部地域のみに留まっ 

ている。 

 

 

 

百度（バイドゥ）は、中華人民共和国で最大の検索エンジンを 

提供する企業である。創業は 2000年 1月。本社は北京市。 

「百度百科」、「百度入力方法」なども提供している。  

 

4 ドア仕様のコンセプトカー、アウディ アイコンで

は、ステアリングホイールもペダル類もない、アウ

ディの未来の自律走行車を提案しています。デザイ

ンコンセプトであるこの４ドア２＋２モデルは、未

来を先取りしたエクステリア及びインテリアデザイ

ンを示すと同時に、テクノロジーデモンストレータ

ーとして、ドライブトレイン、サスペンション、デ

ジタル化、サステナビリティの各分野における技術

革新を、目に見える形で表現しています。このアウ

ディ アイコンもまた純粋な電気自動車で、１回の

充電で８００ｋｍを超える距離を走行することがで

きます。 
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未来を志向するクルマ 

未来に向けての次なるステップが Audi AIです。将来クルマは、様々な運転支援システムを通じて、

走行中であっても、かつてない速度で大量のデータを取得するようになります。これらのデ 

ータは、近くにいる他の道路ユーザーと、ほぼリアルタイムで照合し、共有することもできます。 

Audi AIにより、完全にネットワーク化されたクルマは、従来型のシステムを凌ぎ、おおよそ１０

秒先の未来を見通せるようになります。つまり、未来のクルマは、自ら予測する能力を初めて 

身に着けるようになるのです。 

Audi AIの働きにより、未来のクルマは、まったく新しい特性を持つようになります。それは共感

力です。クルマが乗員の気持ちを理解するようになるのです。インテリジェントなシステムとテク

ノロジーにより、未来のクルマは、当初の目的とは異なる、様々な事柄にも気を配る、良きパート

ナーへと変わっていくのです。 

 Audi AIの働きにより、ドライバーや乗員の意向を適切な形で読み取り、あらゆる状況において、

予測的なサポートも実施できるようになります。さらに、クルマがまるで自分専用のコンシェルジ

ュのように、特定のサービスを持ちかけたり、その予約をしたりするようになるかもしれません。

そのようにして、いつの日か、いまでにない自由な感覚とプレミアムな体験を提供することになり

ます。 

Audi AI のもたらす力 

Audi AIは、クルマの使われ方を根本的に変え、車内で過ごす時間をより価値あるものに変えてく

れます。クルマは、家庭と職場に次ぐ「第 3の生活の場」としての役割を、徐々に高めていくこと

になるでしょう。Audi AI のインテリジェントなシステムとテクノロジーによってお客様にメリッ

トをもたらそうとしている分野は、時間、安全、効率、カスタマイゼーションの４つです。 

時間 

Audi AIは、ドライバーが車内で過ごす時間を、より自由に使えるようにします。ドライバーは走

行中もステアリングホイールから手を離して、仕事をしたり、他の人とコミュニケーションをとっ

たり、寛いだりできるようになるでしょう。 

安全 

 現在のところ、交通事故全体の原因の最大 90％は、ドライバーの操作ミスと言われています。将来

的には Audi AIが、事故が起きそうな状況の発生を先回りして防ぐようになるでしょう。 

効率 

テクノロジーを活用することで、クルマは、交通渋滞を避けたり、最寄りの空き駐車スペースを見

つけたりできるようになります。さらに社会的にも様々な経済効果が期待できます。交通の流れが

制御されることで、特定の道路にクルマが集中することが減り、渋滞も緩和されていくでしょう。 

カスタマイゼーション 

Audi AIの働きにより、クルマは乗員とその習慣について、徐々に知識を蓄え理解を深めていくこ

とになります。人とクルマがコミュニケーションを重ねていくことで、そこに信頼が生まれ、クル

マがドライバーをより深く理解していくことで、ユーザーの意向に自律的かつ適切に対応するよう

になります。今日現在、自動運転の技術はレベル３及び４で生産は可能しかし、ほとんどの国では

法規制により公道を走ることは出来ない 

日本   道路交通法ではハンドルから手を離しては運転できない 

ドイツ  ウィーン交通条約の改正を受け、国内法を自動運転容認へと変更している。 

フィンランド、米国カルフォルニア州・コロラド州は公道での実験については許可される。 
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自動運転車の公道走行を実現するためには 

１、法規制の変更  ２、事故時の賠償責任の明確な所在を確立しなければならない 

 

  空飛ぶ車 

アストンマーチン               アウディとエアバス社 

 

 

 

 

 

 

 

   Terrafugia               GOOGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     物井 慶太 会員 

     有限会社 ル・フェステ 取締役社長 

 

 

     昭和 6年、前身となる「企業組合物井商店」を設立し、 

80年以上に渡り宇都宮市で繊維に係る仕事をさせて頂いて 

おります。当時は宇都宮市八日市場通り（現在の三番町） 

付近で衣類問屋として営業をしていました。現在は宇都宮市問屋町にて作業服・ユニフォーム

の加工販売と、ノベルティーグッズの輸入販売を行っており、栃木県内の数多くのお客様にご

愛顧頂いております。 

作業服、ユニフォームと申しますと作業性の高い服・汚れても良い服と想像されがちですが、

時代の変化と共に、企業イメージの向上（宣伝効果）・従業員様の意識改革（連帯感・規律の向

上）機能（安全性・衛星管理）など作業服の役割も大きく変化してきました。又、昨今ではデ

ザイン性を高めたカジュアル衣料の需要取り込みにも力を注いでいます。 

弊社では、作業服・ユニフォームの役割を最大限に満たすオンリーワンユニフォーム（既製

品+α）の製造販売をさせて頂いております。 私どもの得意とする事は国内メーカーの作業服

（既製品）に二次加工（∔α）をさせて頂きオリジナル性を高めていく事です。プリント・刺繍

   新入会員卓話           
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加工以外に襟タグ、アウタータグ、ラインテープ加工、反射材加工など様々な二次加工でデザ

イン性の高いオリジナルブランドユニフォームを作らせて頂き、企業イメージと意識改革の向

上をお手伝いさせて頂きます。そして昨今の作業服は機能衣料としての技術の塊です。静電防

止、消臭効果、光触媒、放熱、防水、防寒、反射、抗菌など数えきれない程の機能が存在し、

安全性の向上や衛生管理などにお役立て頂けます。様々な商品と加工技術で、職場ごとの問題

を解決できるようご提案をさせて頂きます。 

輸入事業では、価格を抑える為に、全て製造工場との直接貿易をさせて頂いております。主

にノベルティーグッズと別注ユニフォームを取扱いさせて頂いております。ノベルティーグッ

ツ（景品、参加賞、大会の公式グッズなどの総称です。）マラソン大会の参加賞、サイクルロー

ドレースなどの大会公式グッズ、自動車ディーラー、地方自治体のゆるキャラグッズなどが主

な商品となります。全ての提携工場は、弊社スタッフが訪問をさせて頂き、製造技術、管理体

制が整っている事を確認した工場で生産させて頂いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1101 回 

12月 11日(火) 

クラブ・フォーラム 

（国際奉仕委員長） 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1102 回 

12月 18日(火) 

新入会員卓話： 関 夫美会員 

㈱日商 代表取締役社長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1103 回 

12月 25日(火) 

夜間例会 

クリスマス家族会 
18：30～ 

別途確認になり

ます。 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   37名  前々回ＭＵ   3名 

出席数   25名   前々回訂正   28名 

欠席数    12名   前々回訂正率  

出席率  67.57％        75.68％ 

 

次回例会予定 

 

第 1100 回 12 月 4 日(火) 

 

年次総会（次年度理事・役員選出） 


