UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2021-2022 年度 第 1902 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：関口

隆

幹事：佐々木 隆

広報委員会リーダー：仲田俊夫

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫
事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内
TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ）

8月

第 1 例会

2021 年 8 月 4 日(水)
名
司

会

§ 国歌斉唱「君が代」

会員数 55 名

猪瀬

出席 38 名

龍之介 会場監督（S.A.A）

§ ロータリーソング「奉仕の理想」

ビジター紹介

五十畑

嘉 親睦家族委員

§ レ・ホン・ハ君(米山奨学生)

会長の時間

関口

隆 会長

皆さんこんにちは。
今月は会員増強月間です。塚田典功会員増強理事に現状についてのお話をお伺い致しました。会員増
強は「毎月 2 名」と塚田委員長に伝えております。会員数 60 名内女性会員 20％になると、クラブの財
政が潤沢となり、奉仕活動や運営にも活発な活動が見込まれます。皆様のご協力をどうぞよろしくお願
い致します。
本日のお食事はいかがでしたでしょうか。簡素な食事ですが、これは「ミリオンダラー」となってお
ります。通常の例会食事は一人 2,100 円ですが、半額にしてその半分を寄付する事がミリオンダラーで
す。年に何回か実施致しますが、皆様のご理解をよろしくお願い致します。
本日の卓話は、新入会員卓話として、五十畑嘉会員と大島久美子会員となっております。自己紹介や
お仕事のお話を楽しみにしております。

幹事報告

佐々木

隆 幹事

§ ガバナー公式訪問でのオープンディスカッションを中止と致します。
§ ガバナー事務所より、コロナウィルス感染拡大防止についての注意事項が届いております。
§ 会員増強月間に伴い、ご推薦をよろしくお願い致します。
§ 会合及び活動の FAX 案内は幹事までお申し出ください。
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米山記念奨学会委員会報告
§ 米山奨学生レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。

親睦家族委員会報告

枝野

修一 委員長

8 月のお祝い事
入会記念

安齊誠一会員・関口

隆会員・磯貝

太会員・酒澤伸二会員

会員誕生

平澤照隆会員・塩田

潔会員・市原久典会員・藤島 拓会員・嶋田辰雄会員・横尾憲一会員

婦人誕生

村田宏明会員・仲田俊夫会員・嘉屋次郎会員

創立記念

市原久典会員 ソニー生命保険(株)・嘉屋次郎会員

東京海上日動火災保険(株)

齋藤芳哲会員（株）キヌナーセリー
結婚記念

岩本一男会員

プログラム委員会報告

平澤

照隆 委員長

§ うつのみや花火大会中止に伴い、8 月 18 日(水)の例会は通常例会となります。村上芳弘創立 40 周年実
行委員長に式典についての卓話と致します。

スマイルボックス委員会報告
§関口

隆会長

大島

久美子 委員

五十畑さん、大島さん、本日の会社仕事のお話楽しみにしております。15 分頑張って
ください。

§佐々木隆幹事

夏が好きです。五十畑さん、大島さん、卓話楽しみにしております。

§笠原正人会員

オリンピック連日の日本アスリートの活躍に感激しています。最近寝不足。今日の野
球は絶対勝ちます。勝たせます。

§村上芳弘会員

毎日暑い日が続いています。体調はいかがですか？私は今日、胃カメラ OK、血液心電
図レントゲン OK です。

§若月章男会員

五十畑さん、大島さん、本日の卓話よろしくお願い致します。

§仲田俊夫会員

暑い日が続きます！暑さに負けずに RC 活動頑張りましょう！

§塩田

先日のゴルフコンペで栄えある B.B 賞とニアピン賞をいただきました。次回は B.B よ

潔会員

り上位を目指して頑張りたいと思います。また、土曜日は野球の練習に混ぜていただ
きありがとうございました。遊んでくれる皆様に感謝いたします。
§若林博純会員

昨日のサッカーは残念でした。銅メダルに期待します。

§鈴木秀明会員

2 回目のワクチンを打ち終えました。副作用はありませんが頭がボーっとしています。

§関 享一会員

新入会員の皆様、卓話を楽しみにしております。オリンピックも金メダルラッシュで
毎日 TV にかじりついております。

§高久和男会員

新入会員卓話に！！

§村田宏明会員

妻のバースデーにきれいな花をありがとうございました。本人もとても喜んでおりま
した。
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§藤井康夫会員

昨日ワクチン接種を行ってきました。

§藤島

8 月 9 日に 55 歳になります。コロナの感染が収束する事を願ってスマイルします。

拓会員

§青木克浩会員

今日は 3 年前に亡くなった父の誕生日なので、天国の父へスマイルします。

§嶋田辰雄会員

今週日曜日、8 日誕生日です。

§川又俊二会員

うつのみや花火大会中止、誠に申し訳ございません。とちぎテレビで、8 月 14 日特番
で放送しますので、見ていただけたらと思います。来年は皆様と見たいです。

§磯貝

太会員

先日は、ゴルフ、野球、暑い中お疲れ様です。南 RC のレジェンド様は皆様元気であ
っぱれです。レジェンドの皆様、あと 10 年位頑張りましょう。

§横尾憲一会員

どうにかこうにか会費を振り込めました。職業奉仕頑張ります。皆さんよろしくお願
い致します。

§猪瀬龍之介会員

五十畑嘉会員、大島久美子会員、本日の会員卓話よろしくお願い致します。新入会員
卓話を祝しましてスマイルさせていただきます。

§五十畑嘉会員

先日、ゴルフ同好会に初めて参加させていただきました。皆様のお世話になりました。
また、本日は卓話の機会をいただき、ありがとうございます。今後ともよろしくお願
い致します。

§大島久美子会員

今日は初めての新人卓話です。皆様よろしくお願い致します。

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

22 名

金額

22,000 円

新入会員卓話

五十畑

嘉 会員

関東インフォメーションマイクロ(株) 代表取締役

今年 4 月に入会させていただきました五十畑 嘉です。本日はこのような機会をいただき、ありがと
うございます。
まず、私のプロフィールを簡単にご紹介します。
私は 1970（昭和 45）年 9 月に宇都宮市で生まれ、泉が丘小・中学校から宇短大附属高校を経て東洋
大学法学部に進みました。その後、自動車部品と油圧機器を製造する KYB 株式会社に入社し 8 年間勤め
たあと、2001 年に宇都宮に戻って今の会社に入社しました。社長には 2011 年に就任し、現在に至って
おります。
趣味は旅行とスポーツで、かつてアメフトをやっていた頃は体重が 90 キロ近くありましたが、現在
は筋トレと有酸素運動を続けながら、体重は 75 キロ前後をキープするように心がけています。という
ことで、最近は健康オタクになりつつあるような気がします。
さて、私が代表を務める関東インフォメーションマイクロ株式会社ですが、創業は 1971（昭和 46）年
4 月ですので、ちょうど今年で創業 50 周年をむかえました。創業時からしばらくの間は、主として県庁
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の重要な行政文書をマイクロフィルムに撮影する仕事が中心でした。
マイクロフィルムをご存じの方はいらっしゃいますか？
これがマイクロフィルムで、この 1 本のフィルムにおおよそで文書保存箱 1 箱に相当する文書が撮影
されています。
話を戻しますと、いまから 50 年前の当時、すでに県庁では文書の保管場所に困っていました。そこ
で、マイクロフィルムに撮影したあとの文書については原本を廃棄する、という運用を当社が提案し、
それを実行したことで保管場所の問題の解消に大きく貢献しました。
しかし、デジタル環境が広く普及した現在は当社の業務も変容し、デジタル関連の売上がマイクロフ
ィルム関連の売上を大きく上回るようになりました。
近年、当社が力を入れているデジタル関連業務は、お客様や社会にとって大きく 2 つの役割を以て職
業奉仕を果たしているのではないかと考えています。
一つは「仕事の効率を上げるために役立つもの」です。
事例を紹介しますと、皆様もご存知の株式会社 SUBARU 様の宇都宮の工場からは、製造している航空
機関連の図面や、工場内の設備図面などをデジタル化する仕事を受託しています。
このほか、分譲住宅の建設・販売を手掛ける会社からは、販売物件に関する売買契約書や図面のデジ
タル化を受託しています。
両社とも、紙の書類や図面の取り扱いにおいて、
「必要な時に、速やかに利用することができない （す
なわち、探してもなかなか見つからない）」とか、「社内のネットワークを利用して、広く共有したい」
という課題やニーズがありました。かくいう私も、書類探しでムダな時間を費やした経験があるのです
が、いまお話しした分譲住宅のお客様の場合、仕事で必要となった過去の契約書を探し出すのにほぼ丸
一日を費やしてしまった、ということが何度もあったそうです。想像していただきたいのですが、見出
しのない段ボール箱に収納され、それが何段にも積み上げられて保管されているものを探すのは、相当
に難儀な作業ですよね。とくに女性担当者にとっては悪夢のような作業だったようです。
その後は、当社でデジタル化したデータを活用していただくことで、保管場所に足を運んで現物を見
なくても、手元のパソコンで書類を読むことができるので、そうした悪夢を解消することができ、たい
へん喜んでいただきました。
デジタル化の役割の二つめは「アーカイブ、歴史・文化の継承に役立つもの」です。
事例を紹介しますと、東京の学校になりますが、国士舘大学様から

100 年史編纂にともなう史資料デ

ジタル化を受託しました。国士舘大学は今から 4 年前の 2017 年に創立 100 周年を迎え、その記念事業
の一環として学校 100 年史が出版されました。学内外から幅広く史資料を収集し、それをもとに調査・
研究を経て出版されるまでに 10 年以上の期間を要したビッグプロジェクトでしたが、当社では 10 年の
あいだに収集された資料のデジタル化をお手伝いしてきました。それらのなかには、学校設立に際して
作成された申請書の控えや、創立者の自筆の書簡、大正時代の校舎の写真など、たいへん貴重な資料も
含まれており、私にとっても大変やりがいのある仕事でした。デジタル化した成果品の一部は、学校の
ホームページで一般公開されており、皆様もご覧いただけます。
このほか、さきほど紹介した会社とは別の分譲住宅の建設・販売会社では、これまでに手掛けた販売
物件の広告やパンフレットのほか、社内報や会社行事を撮影した写真など、会社の歩みを伝える資料が
大量に保管されています。
これらを重要な経営資源と位置付けて、社内で利活用したいというご意向もあり、現在当社の手でデ
ジタル化を進めています。
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将来、社史や記念誌を発行する際にも使えますし、過去の事例を参照しながら経営計画や営業戦略を
立案することも考えられます。また、社員研修などでの活用も計画されています。
私の会社の仕事、すなわち職業奉仕は、お客様のもとで眠っている資料を、価値ある情報資産として
利活用しやすいように「生き返らせる」ことだと思っています。地味な仕事ですが、
「こんな会社が宇都
宮にあってよかった」と言っていただけるように頑張りますので、これからもよろしくお願いいたしま
す。ご清聴ありがとうございました。

新入会員卓話
大島

久美子 会員

朝日生命保険相互会社 宇都宮支社 支所長
※卓話者の都合により、後日掲載致します。

出席報告

川又

俊二 委員

会員数

55 名

前々回

出席数

38 名

訂正率

欠席数

17 名

出席率

74.50％

7 月 21 日
77.55％

例会予定
8 月 11 日(水)
特別休会
第 1903 回 8 月 18 日(水)
40 周年記念式典について
村上実行委員長

プログラム

日

付

第 1904 回
8 月 25 日(水)

時

間

12：30～13：30

プログラム
米山奨学生ﾚ･ﾎﾝ･ﾊ氏

例会場
卓話

ホテルニューイタヤ

