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2019-2020 年度 第 1157 回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：湯浅 定 幹事：薄久保大輔 会報委員長：長谷川達紀 

例会場及び例会日：ベルヴィ宇都宮 ≪火曜 12：30≫ 

 

事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15 ベルヴィ宇都宮内 
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§ ロータリーソング「奉仕の理想」 

§ 遠藤哲也様(富士通株式会社栃木支店長・卓話者) 

§ 熊谷善博様(富士通株式会社ビジネスクリエイション統括部) 

 

  皆さんこんにちは。 

本日は、楽しみにしておりました富士通の遠藤栃木支店長の卓話です。遠藤支店長宜しくお願い

致します。 

まずは、先週の IM皆様お疲れ様でした。熊倉ガバナー補佐、リハビリ最中にもかかわらずご苦

労様でした。休日、IM振替休会などにより 2月に入り 2度目という、久しぶりの例会開催になりま

した。その間に新型コロナウィルスの感染拡大が 1日 1日と進んで大変な事態になっております。 

現在、我が国では 140名あまりの感染者、死亡の報告もあり、市中感染が確実に広まりつつあり

ます。就学前の子供や小学生や県内でも感染者が発生しました。これから、入試や卒業式、入学式

などイベントや会合の開催中止や縮小が進んでいくと思われます。 

オリンピックや観光事業など日本国の対外イメージはもとより経済的ダメージも甚大な被害が予

想されます。そして私たちロータリーの例会の開催についても考えていかなくてはならなくなると

思います。いずれにしましても、体調の変化などありましたらクラブの方へ連絡をお願いします。 

私は、ビフィズス菌とラクトフェリンで免疫力を強化しております。会員の皆様におかれまして

は十分な体調管理にご留意していただき、マスク手洗い、人混みを避けるなど感染予防でこの危機

的状況を乗り切っていただきたいと思います。 

 

 

§ IMご参加いただきましてありがとうございました。 

§ 新型コロナウィルス感染症対策専門家会議が 2月 24日(月)に行われ、感染が拡大する国内の現状

を踏まえ、市民に対する要請として軽い風邪のような症状の場合は自宅療養するなどの具体的な

対応を呼びかけました。また、同会議は現在の状況として、国内の複数地域から感染経路不明の事

   司 会・ビジター紹介       髙橋 順也 S.A.A 

 

 

 

 

  会長の時間           湯浅 定 会長 

 

 

 

 

   幹事報告          薄久保 大輔 幹事 
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例が出ているところから、中国の一部地域に関わらず一層の警戒が必要とあります。 

  当クラブからは、外出の際はマスクの着用、咳エチケット等の対策をお願い致します。症状のある

場合は療養をしてください。 

§ 3月 4日開催の新入会員勉強会の出欠確認が本日までですので、ご連絡をお願い致します。 

§ 2020-2021年度版ロータリー手帳ご希望の方はお申し出ください。 

§ 次週、例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

  § 本日例会終了後、次年度理事役員会を開催致します。 

 

 § 3月 3日の卓話予定変更のお知らせ 

   鈴木宏パストガバナー ⇒  Kusaka Vineyards 日下 篤 様 

 

 § キッズハウスいろどりに事務局谷中さんからのお米を寄贈して参りました。 

 § 本日社会福祉協議会へエコキャップを届けに参ります。 

 

   §湯浅 定会長  9日の陽北ロータリークラブゴルフコンペに優勝させていただきました。併

せてニアピンも 2ついただきました。賞金は少しずつニコニコさせていただ

こうと思っています。次回 3月 11日(水)宮の森カントリークラブでも頑張

ります。 

§古矢幸伸会長エレクト 

         こんにちは。先日の IM、ご苦労様でした。また、本日の卓話、遠藤様 熊谷

様よろしくお願い致します。 

   §八重樫孝子会員 初めて IM参加をして大変勉強になりました。ご参加された皆さんお疲れ様

でした。 

   §高橋和夫会員  結婚記念日の祝花、ありがとうございました。 

   §田中豊治会員  妻の誕生日なのでニコニコします。 

   §寺田美智子会員 皆様の温かいお誕生日のお祝い、ありがとうございました。 

   §加藤紀夫会員  結婚記念日のお花と妻の誕生日のプレゼントありがとうございました。富士

通 遠藤支店長、熊谷様、本日の卓話、よろしくお願い致します。 

   §関 夫美会員  皆様こんにちは。先日は誕生日のワインをいただきまして、ありがとうござ

います。健康に感謝して、また 1年間、元気に頑張って参ります。また、先

日、初メイクで熊本さんと一緒に陽東ロータリークラブに行って来ました。

ニコニコします。 

   §長 英明会員  誕生日のワインありがとうございました。初参加の IMも勉強になりまし

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 21,000 円 

  野球愛好会報告          古矢 幸伸 事務局長 

 

 

 

 

  プログラム委員会報告       加藤 紀夫 委員長 

 

 

 

   社会奉仕委員会報告        熊本 泰久 委員長 

 

 

 

    ニコニコボックス委員会報告   長 英明 委員 

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 

  

 § 2月 9日(日)宇都宮カントリークラブ 

   優勝 湯浅 定 会員  準優勝 庭野宏隆 会員  3位 西山 穣 会員 

   ニアピン賞 湯浅 定 会員 

 § 次回は宮の森カントリークラブ予定 

 

 

  

 § 地区親善野球大会 5月 17 日(日)河内総合運動公園に於いて開催を予定します。 

   

 

    

   富士通株式会 栃木支店 支店長 遠藤哲也 様 

    

「5G 及び DX について」 

 

富士通が目指す姿 

デジタル技術を活用した取り組みはあらゆるところで進み、戦略企画から実行のステージへ

と移行しています。しかし、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の状況は一様で

はありません。富士通は、一人でも多くの人々にテクノロジーを通じて「しあわせ（Well 

being）」をもたらすために、富士通自身が IT企業から DX 企業になることで、環境・社会・

ビジネスのデジタルトランスフォーメーション（DX）を生み出していきます。 

         富士通が目指す DXビジネス 

富士通の最大の強みは、「テクノロジー」と「顧客基盤で培ってきた業種業務のノウハウ」で

す。この強みをいかし、AIや IoT、5G、セキュリティなどのテクノロジーによりデータの利活

用を促進。サービス／ソリューション、そしてコンサルティングにより価値を生み出すビジネ

スサイクルを構築します。富士通は、我々の特徴や強みを活かした DXビジネスを推進しま

す。 

5G 

5Gによって、今後様々なシーンでこれまでにないサービスを提供、享受することが可能になり

ます。モノづくり・モビリティ・ヘルスケア・スポーツのシーンを例に、富士通が描く 5G時

代の社会を紹介します。 

リアルタイムに提供されるパーソナライズされたモノづくり 

  個人の嗜好性に合わせたパーソナルな商品開発とモノづくりが当たり前に。無線の高速通信環 

  境であらゆる機械を接続し、最適制御できる少量多品種の生産ラインは、個人の嗜好性に合わ 

  せた製品づくりを可能にします。オーダーメイドの概念を変える、パーソナライズされたモノ 

づくりをあなたに届けたい。 

  ゴルフ愛好会報告         佐藤 節 会員 

 

 

 

 

  野球愛好会報告          古矢 幸伸 事務局長 

 

 

 

 

  招待卓話 
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人々へ外出の喜びを与える自動運転技術 

 人やモビリティが常時接続されることで、状況に応じた移動手段の最適利用が当たり前に。 

煩わしい手続きをすることなく、移動中の様々なアクティビティと連携したサービスが、移動

する楽しみを最大限に引き出します。出歩くことが困難な人も、もっと出かけたくなるような

街をつくりたい。 

待つ必要がなくなる病院の待合室 

日常のバイタル情報はリアルタイムに解析され、リスク予兆による未病対策が当たり前に。 

そのデータは電子カルテと常時連携し、患者ごとのパーソナルな AIへと成長していきます。 

医師による診断負荷を最小限にし、急患や外来患者の数を削減したい。 

スポーツがもっと日常になる新しい観戦スタイル 

  リアルを超える臨場感あるライブビューイングの常時配信が当たり前に。選手や試合の状況に 

  より高揚感が拡張されるリアルタイム映像が、世界中へマルチ配信されます。今まで触れるこ 

とのなかったスポーツへの接点を増やし、新たなスポーツカルチャーを拡げたい。 

（VTR紹介がございました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   3月中の例会及びクラブ活動中止のお知らせ 

2 月 28 日（金）地区危機管理委員会より 3 月中の地区行事の中止・延期の通知がありました。こ

れを受け、当クラブとしましても政府および危機管理委員会の決定等に従い 3 月中の例会及びクラ

ブ活動を中止することになりましたのでお知らせいたします。急な案内となりますが宜しくお願い

いたします。また、4月以降の例会及び活動については、今後の地区からの案内等の状況に合わせて

決定し、決まり次第ご連絡させていただきます。ご不明な点がある場合は幹事まで連絡ください。 

※ 3月中の例会及びクラブ活動中止について、令和 2年 2月 28 日の持ち回り理事会におきまして、 

「標準ロータリークラブ定款第 7条第一節」に則り、理事会の承認を得ました。 

 3月 3日例会→中止（招待卓話） 

 3月 4日ロータリー勉強会→中止 

   3月 10日例会→中止（招待卓話 NHK宇都宮放送局局長村木優実子様） 

   3月 17日例会→中止（RYLA 報告 KMC：菊池様・桧山様、アライブ：田村様） 

   3月 24日例会→中止（クラブフォーラム社会奉仕委員長） 

3月 31日例会：特別休会 

 

   プログラム 

 

 

 

 

出席報告   仲田 真介 副委員長 

 

会員数   40名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   31名   前々回訂正    0名 

欠席数     9名   前々回訂正率  

出席率   77.50％     法定休日 

 

次回例会予定 

 

3 月例会中止 

下記プログラム参照 


