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皆さまこんばんは。本日はお忙しい中、本年度第12回、夜間例会に
多数の皆さまにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、株式会社ルートロジックジャパン 取締役 吉川徹様、元米山
記念奨学生 チョウドリ・イムルル君、米山記念奨学生 鄭維嘉さん、
ようこそいらっしゃいました！
まずは、来週１０月４日の中川高志ガバナー公式訪問に向けて、一
つ明るいニュースがございます。先週の例会にて、２名の方に入会申
込書を書いていただきましたが、お二方とも10月４日のガバナー公式
訪問の日はご都合がつかなくて入会式ができないというお話しをいた
しました。実は、先週の例会から数日の間に、宇多村幹事と私とで働
きかけ、また数名の会員の皆さまに夜遅くまでご協力いただき、新た
に１名の方に入会申込書を書いていただくことができました。この方
も48歳とお若い方です。本日の例会前に、会員選考委員会を開催し、
この３名の入会申込書が選考を通過し、その後すぐに臨時理事会を開
催し、３名とも全会一致で入会を承認されました。皆さまのお手元に
３名の方の入会伺い書をお配りさせていただいております。通常です
とこの伺い書を皆さまに郵送してご覧いただくところですが、スケジ
ュールの関係上、手渡しとさせていただきました。クラブ細則にあり
ますとおり、本日から７日後の10月４日(木)午前11時までにどなたか
らもご異議がなければ、10月４日のガバナー公式訪問にて３名のうち
１名の新会員入会式を執り行いたいと思います。皆さまのご協力よろ
しくお願いいたします。
また、来週のガバナー公式訪問においては、中川ガバナーの卓話を
通じて本年度バリー・ラシンＲＩ会長のテーマ「Be The Inspiration
〜インスピレーションになろう〜」および本年度2770地区 中川高志
ガバナーの地区運営方針「すべてはクラブ活性化のために 〜実り豊
かな奉仕を目指して〜」について、皆さまに再認識とより深いご理解
をいただく機会となります。
また、例会後はクラブ協議会ということで、各委員長さんに本年度
の委員会活動方針やこれまでの活動実績について発表していただきま
す。よろしくお願いいたします。

AGEO ROTARY CLUB

また、12月の台南東北ロータリークラブさまとの
友好クラブ締結式をメインとする親睦旅行について
ですが、現在、ご家族の参加も含めますと10名の参
加表明をいただいております。先方は13名で来日さ
れましたので、できれば上尾からもあと３〜４名の
ご参加をいただきたいと思いますので、出欠の回答
がまだという方はぜひ前向きにご検討いただければ
幸いです。
さて、本日は結婚・誕生祝いもございます。おめ
でとうございます！今月お誕生日の皆さんと同じ誕
生日の有名人をちょっと調べてみました。まず、９
月２日、小田切会員と同じ誕生日の有名人は、元プ
ロ野球選手の阿南準郎さん、作詞家のなかにし礼さ
ん、将棋棋士の中原誠さん、俳優の矢崎滋さん、漫
画家のいしいひさいちさん、元巨人のキャッチャー
山倉和博さん、ピンクレディーの増田恵子さん、元
阪神の和田豊さん、映画俳優のキアヌ・リーブスさ
ん、予備校講師 今でしょ！の林修さん、タレント
の早見優さん、元巨人の緒方耕一さん、タレントの
細川ふみえさん、ＴＯＫＩＯの国分太一さん、など
がいらっしゃいます。
９月３日、鄭維嘉さんと同じ誕生日の有名人は、
スポーツカー・ポルシェの創始者フェルディナント
・ポルシェ、漫画家の楳図かずおさん、政治家の野
田聖子さん、女子バレーボールの中田久美さん、元
巨人の水野雄仁さん、柔道の吉田秀彦さん、そして
あのドラえもんが2112年９月３日生まれというこ
とです。2112年なので、まだ生まれてませんが。
９月１３日、この日は、大木会員・野瀬会員・門
崎会員と３人が同じ誕生日ですが、同じ９月１３日
生まれには、映画監督の山田洋次さん、オリックス
の球団オーナー宮内義彦さん、建築家の安藤忠雄さ
ん、政治家の鳩山邦夫さん、安全地帯の玉置浩二さ
ん、玉置浩二さんは野瀬会員と全く同じ生年月日で
す。女優・政治家の三原じゅん子さん、陸上のマイ
ケル・ジョンソンさん、マイケル・ジョンソンさん
は門崎会員と全く同じ生年月日です。プロ野球選手
の松坂大輔さん、などがいらっしゃいます。
９月２０日、村岡会員と同じ誕生日の有名人は、
もと内閣総理大臣の麻生太郎さん、俳優の村井国夫
さん、歌手の小田和正さん、石川ひとみさん、タレ
ントの山口美江さん、女優の鈴木砂羽さん、先日引
退されましたが安室奈美恵さん、一青窈さん、オー
ドリーの若林正恭さん、などがいらっしゃいます。

誰でも知っているような有名人と生年月日が一緒だ
と、ちょっと嬉しくなりますね。
つい３週間ほど前まで、30℃を超える日があった
かと思うと、本日明け方の最低気温は１５℃、最高
気温も18℃と肌寒い気温です。皆さま体調管理には
くれぐれもご留意いただき、来週のガバナー公式訪
問には多くのご出席をお待ちしております。本日の
会長挨拶は以上とさせていただきます。本日もどう
ぞよろしくお願いいたします。
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宇多村 海児幹事
◇10月のロータリーレート
は１ドル＝１１２円です。
◇10月13日（土）はロータ
リー財団委員会＆社会奉
仕委員会共同事業として、
移動例会になり、藤村病院
さんの健康フェアにて「ポリオ撲滅キャンペーン」を行い
ます。当番表をお配りしましたのでよろしくお願いします。
◇グローバル補助金セミナーが10月26日、浦和のコミ
ュニティセンターで開催されると案内がきております。
◇長沼会員が企画運営している
「AGEバル」
というイベ
ントのパンフレットをお配りしました。市内で食べ飲み
歩きをしていただければと思います。

委員長報告
ロータリー財団委員会 藤村 作委員長
10月13日（土）に「ポリオ
撲滅キャンペーン」を行い
ます。ロータリーのゆるキャ
ラも頼みましたのでどなた
か着用していただければと
思います。
また例会費から、
会場での食事券をお配りしますので飲食をしていただ
ければと思います。
よろしくお願いいたします。
ロータリー米山記念奨学委員会 久保田 勲委員長
本日、樋口会長、須田副
会長、大塚カウンセラーか
ら10万円ずつ寄付をいた
だきました。ありがとうござ
います。

AGEO ROTARY CLUB

ビ ジター ゲ スト紹 介
2016年 米山記念奨学生（卒業生）チョウドリ・イムルル君
１年前までお世話になっ
た元米山記念奨学生のチ
ョウドリと申します。先月の
夜間例会にも大塚ＰＧから
誘われたのですがサラリー
マンなので急には訪ねられ
ず、いろいろ調整して本日お訪ねしました。皆さんにお会
いできて嬉しくなりました。
これからも時間がありました
ら例会に出席したいと思います。ありがとうございました。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

おめでとうございます！

現在では平均寿命が男性81歳、女性87歳だそうで
す。戦後から73年で、30歳も寿命が延びていると
いう驚きを感じながら、毎日が歴史的な充実の一日
を過ごしているのではないかと思います。このわが
ままな毎日があと何年続くかわかりませんが、生き
ているうちは元気でいたいなぁと思います。これか
らもよろしくお願いいたします。
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

9月3日に24歳になりました。前日は大塚カウン
セラーと樋口会長のご家族と一緒に食事にいきまし
た。須田さんも後からきてとても楽しかったです。
誕生日当日は、大学のサークルの学生8人が祝って
くれました。大学では一週間のうち最低30時間は研
究室で過ごさないといけなくて大変です。10/30〜
11/7まで語学研修でベトナム・ハノイに行き、向
こうの大学でグループワークをしたり、今の研究を
英語版にして発表します。12月からは卒業論文作成
を寝ないでがんばりたいと思います。誕生日を祝っ
てくださった皆様、ありがとうございます。
小田切 宏治 会員
お祝いいただき、ありがとうございます！
結婚記念日

大木 保司会員
9月13日生まれ、３兄弟の長男です。LINEのタ
イムラインでは誕生日がわかってしまう機能があっ
て、友だちになっている方々からお祝いの言葉をい
ただいていたら、同じ誕生日の人が知り合いでプラ
ス３人いらっしゃいました。また家の誕生日の食事
はいつも秋刀魚とけんちん汁ですが、１日ずれて14
日にいただきました。ありがとうございました。
門崎 由幸会員
9月13日、末っ子の門崎です。51歳になりました。
先日、元高校球児が高校の同窓会チームで甲子園を
目指す「マスターズ甲子園」埼玉大会があり、久し
ぶりに硬式ボールで野球をしてきました。硬式はと
ても怖かったです。51歳になると体の衰えを感じ、
次のロータリー甲子園大会に向けてマイナス20kg
のダイエットをしたいと思います。ありがとうござ
いました。
9月20日に81歳になりました。終戦当時には人生
50年と言われていたようですが、時代背景も変わり

例 会 主 題 〜 卓 話
I O T につ いて

（株）ルートロジッックジャパン 取締役 吉川 徹 様
本日は「IOT」、日本語で
言うと
「モノのインターネッ
ト」についてお話しさせて
いただこうと思います。
自己紹介です。出身は上
尾、中学は南中、高校では
宇多村さんと一緒で、大学は東洋大学を卒業し、今は千
葉に住んでいます。2006年に会社を設立し12期目にな
ります。金融系のシステム開発を主に手掛けていて、最
近はIOTやビッグデータの可視化などを行っています。
さてIOTですが、今まではGoogleを使って検索した
りSNSなどインターネットでつながったりでしたが、
ここ
にモノが入ってきます。IOTで離れた場所・モノの状態
を知ることができます。
IOTでできることですが、例えば製造業の生産設備
になんらかのトラブルが発生した場合、従来だとメンテ
ナンス要員手配→設備の点検→故障内容把握→部品
手配→修理・部品交換→という時系列の手順で生産再
開になりましたが、今後IOTを導入すると、生産設備の
トラブルが発生する前に、異常・故障・予兆を検知し、検
知したらすぐに故障内容・部品を把握しメンテナンス要
員を手配して修理できるようになり、生産設備の停止時
間が短く済むようになる、
または設備を止めなくて済む
ようになります＝稼働率が上がります。
世界最大級のIOT事例を紹介させていただきます。
イギリスの工業メーカー、ロールス・ロイス社（ロールス・
ロイス・ホールディングス）が製造する航空機エンジンを
使用している航空機は世界中で13,000基以上あり、航
空機の可用性と効率を維持するためにエンジンメンテ
ナンスサービスを顧客に提供しています。
ここでエンジ

久保田 勲 会員
母の手術があり、夜の付き添いもして、21日に母
を施設に送り届けて良かったなと思っていたら、自
転車に突っ込まれて救急車に乗り、母が午前中に退
院した病院に運ばれ、看護婦さんから「何しに来た
の？」と言われてしまいました。事故でアバラ骨が
２本折れましたがサラシを巻いている状態で、安静
に１ヵ月過ごすことになっています。皆さまもお気
をつけください。お祝い、ありがとうございました。
藤村 作 会員
9月15日に結婚10年を迎えました。会長年度も乗
り越え、これからも家族仲良くやっていければと思
います。ありがとうございます。
芳賀 克久 会員
9月19日に結婚11周年を迎えました。最近は子供
の成長が楽しく、字も書くようになってきて、「お
父さん大好き」など、どんな紙切れに書いてあって
も捨てるのがしのびないと思い、保管しています。
お祝いいただきありがとうございました。

ンに組み込まれたセン
サーが使用状況や消耗
具合、不具合などを検
知し、ネットワークを経
由してそのデータをサ
ーバへ送信しています。
このデータは世界中か
ら１基１基解析され、修
理・点検の必要性を個
別に判断し故障で動か
なくなる前に対応でき
るようになりました。
こ
のようなIOTを導入し
た結果、安全な運行が
実現し、機材の稼働率が上がることでユーザーの満足
度が高まりました。
またIOTで保守・点検のタイミングや
必要な部品の在庫、エンジニアの稼働が最適化され、サ
ービス・コストの削減が可能になりました。
さらにIOTに
よってエンジンの使用時間を把握し、使用時間によって
サービス料金を支払う
（従量課金モデル）を確立させ、
大成功を収めています。
IOTはあくまでデータを集める手段です。そのデータ
を何に活用して何を達成するのか検討し、モデルを確立
していくことが、
これからのビジネスの成功のカギになる
と思います。IOTを導
入するにはIT全般の
有識者が必要ですの
でご相談いただけれ
ばと思います。本日は
ご静聴いただきあり
がとうございました。

スマイル
丹井会員 初めて夜間例会に参加させて頂きました。
樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／武重会員／
大塚信郎会員／村岡会員／尾花会員／大木会員／細野会員／
大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／深澤会員／久保田会員／
藤村会員／長沼会員／門崎会員／芳賀会員／小田切会員

吉川様、卓話をご披露いただき
ありがとうございました。
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村岡 武仁 会員

おめでとうございます！

