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第８２５回 ２０１４－２０１５年度 第 １０ 回目

９月1８日 １８時３０分 第一ホテル堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 四つのテストの歌

ロータリーの目的

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

委員会報告 奉 仕 委 員 会 村 尾 利 一

初芝立命館高校インターアクトクラブ活動報告

報告者 初芝立命館高校IAC 大 隅 樹 様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第１１回
９月２５日（木）

卓話 地区ＰＤＧ
北中登一様

第一ホテル堺
18：30～

第１２回
１０月２日（木）

卓話 米山記念奨学生
ﾏｸｼﾑ･ﾛｼﾞｪｰ様

第一ホテル堺
18：30～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

13年前、2001年9月11日に3000人以上の死者を出した

アメリカ同時多発テロ事件が起こりました。世界貿易

センタービルに飛行機が衝突した映像は言葉にできな

いほど悲惨なものでした。現場はグラウンド・ゼロ（

爆心地）とも呼ばれています。余談ですが僕の友人は

この時近くにおり、これ以後飛行機に乗ると震えと冷

や汗がとまらなくなりました。皆さんはこの時活躍し

た顔をススで真っ黒にした消防士の姿は記憶にありま

すでしょうか。5年後に明かされた事実ですが、この

時343名の消防士が殉職されたそうです。最先端の装

備や技術を持った方達でもこれだけの被害がでた悲惨

な出来事でした。ロータリーは【世界で良い事をしよ

う】と活動しています。先日、京谷奉仕プロジェクト

委員長と村尾社会奉仕委員長と共に、タイへの消防車

寄贈に関して、堺市消防局へクラブよりの正式なお願

いにいってまいりました。京谷さん、村尾さん、お忙

しい中お時間作って頂きましてありがとうございまし

た。タイの方の火災被害など人命救助のお役に立てる

素晴らしいプロジェクトです。今後も進捗のご報告を

京谷奉仕プロジェクト委員長より行って頂きますので

、皆様もご協力よろしくお願い致します。

９月ロータリーレート １０２円

例会変更のお知らせ 堺泉ヶ丘ロータリークラブ
平成２６年１０月１４日（火）同日『職場見学会』

※ 詳細は未定
平成２６年１０月２１日（火）同日『秋の宴』

※ 詳細は未定
平成２６年１０月２８日（火）⇒

１０月２６日 第２６４０ 地区大会
於：河内長野市立文化会館（ラブリーホール）

指名委員会開会のお知らせ
９月１８日１９：４０～
ホテル第一堺 喫茶ルームにて行います。

新入会員推薦について
新入会員推薦についてメール、FAXでご連絡いたし
ております。ご確認をお願いします。

クラブ例会変更のお知らせ
１０月９日の例会は
１０月１１日土曜日 １８：００～
ピッコロカプリーチョを予定しております。

１０月２３日の例会は
１０月２６日地区大会に変更となります。

2014年9月11日（木）例会の記録（第824回）

国際ロータリー 第２６４０地区 地区大会
１０月２５日（土） スターゲートホテル関西エアポート ●本会議 受付13：30～ 14：00開会
●ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 受付17：30～ 登録料 ２０，０００円（家族１５，０００）
スターゲートホテル関西エアポート 宿泊
１泊食事なし税サ込 一名 シングルルーム ７５００円 ツインルーム（シングルユース） ９５００円
ツインルーム （一室二人使用）６５００円２４日～２６日宿泊ご希望の会員様は幹事まで。
１０月２６日（日）例会変更河内長野市立文化会館（ラブリーホール）●本会議 9：00～ 10：00 開演
１０月２０日地区大会記念チャリティーゴルフ大会天野山カントリークラブ
１８ホールズ・ストロークプレー 新ペリア方式 参加費 １０，０００円 プレー費未定 スタート時間は追
って連絡します。ご参加ご希望の会員様は参加費をご用意の上幹事までご連絡ください。地区大会２日目ロータ
リーデー物産出店について案内が届いております。参加ご希望の方は申込み費用をお持ちの上ご連絡ください。



タイトルのもと、四つの点でお話しさせていただ
きます。
第一に現在の身の回りの情報化です。
①インターネットの普及があります。
1995年より急速に普及しています。2010年の世界
のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ人口は20億人以上です。そして日本での
世帯普及率は約90％です。
※ｳｨﾙｽによるﾃﾞｰﾀの流出が問題になっています。
②パソコンの変遷です。現在、世界及び日本にお
いてﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝの普及がめざましいです。
③携帯電話はｽﾏｰﾄﾌｫﾝが急激に普及しています。現
在の販売数では従来の携帯電話を抜きました。
④教育環境も変化しています。小中高では情報教
育が進展してｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続率は100％。ﾊﾟｿｺﾝ設置率
は６人/台になってきています。国では2020年には
１人1台のﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝの配置を計画しています。
その他、電子商取引の普及、自動車を取り巻く情
報化、放送のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化と多様化、大規模災害のIT
の役割の重要性、小売産業での情報化等、種々の
分野で情報化が進展しています。

第二に情報化社会の特質について
①情報化社会の資源としての知識と情報が付加価
値を生み出します。
②マーケティングの進展ですが、組織的には一（
いち）部署のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞから全社の基幹となるﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞに変化してきました。
視野的には地球全体への影響を考える必要があり
ます。
※人間の感性・直感を大切にすることが必要。
その他の重要事項～ﾒｯﾄｶｰﾌの法則、ｷﾞﾙﾀﾞｰのﾊﾞｰﾁｭ
ｱﾘｰﾌﾘｰの仮説等。

第三にIT革命と高度情報化社会での今後の一層の
変化です。
①企業の変化として、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとﾊﾟｿｺﾝの進化によ
り、コミュニケーション・マーケティング等で幅
広く深く変化していきます。例・・企画、生産、
営業、販売、立地、流通、広報、宣伝、顧客及び
従業員同士の意思疎通、情報の収集、会議、職場
のﾚｲｱｳﾄ等。今後、ますますﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞとｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが
必要になります。
なお、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ領域ではｳｲﾙｽの問題、ﾊﾟｿｺﾝではｽﾏｰ
ﾄﾌｫﾝとﾀﾌﾞﾚｯﾄPCの活用が課題です。
その他の重要事項として、街の変化、行政の変化
、教育の変化（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力と考える力の向上）、
少子高齢化のもと、個人の生活の変化等がありま
す。

第四に人の在り方です。
以上、『情報化社会』をみてきて、世界・日本

において、この20年間なんと変化・進展したのだ
ろうと改めて思います。しかし、変化・進展の陰
で、生まれた負の部分もあります。このような光
と影の中で、今後、我々はどう歩いていけばよい
のでしょうか？ 私は今、以下のことを考えるこ
とが大切だと思います。
①人と人との関わり方、②家族同士の関わり方、
③自分自身との関わり方、④人と働く組織との関
わり方（仕事でのプロ化、そして仲間と組織への
愛着）、⑤人と社会との関わり方（貢献と自己実
現）第四の課題を考えるときに、この堺フェニッ
クスロータリークラブの存在とご活躍がひとつの
解答を示唆していると本日感じました。ロータリ
ークラブの精神を体現しているこのようなクラブ
に本日お招きいただき、本当に光栄です。
以上、まことに拙いお話でしたが、ご清聴ありが
とうございました。



欠席報告

出席報告

在籍者 ３１名 出席者 １６名

出席計算会員２８名 欠席者 １１名

出席免除会員 ５名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員）

免除出席者 １名
（片木会員）

先々週修正出席率
８月２１日 82.14％

出席率
５９．２６％

ニコニコ報告

上好 まゆみ 会員
9/18（木）は仕事の為出席できません。
すみません。

中野 一郎 会員
皆様ご無沙汰しておりました。家内と私の誕生祝
いありがとうございました。久しぶりの例会楽し
みたいと思います。

村尾 利一 会員
土井様、本日はご多忙の中、ありがとうございま
す。卓話楽しみにしています。

幹事 内藤 絵梨奈 会員
土井様、堺フェニックスRCへようこそお越しくだ
さいました。本日は卓話楽しみにしております。

SAA 上田 俊夫 会員
土井様本日の卓話よろしくお願いします。

メイクアップ報告

犬伏会員 仕事の為

片岡会員 仕事の為

河野会員 仕事の為

京谷会員 早退の為

酒井会員 仕事の為

中田会員 仕事の為

田辺会員

仲峯由会員 仕事の為

松本会員 仕事の為

吉住会員 仕事の為

米田会員 仕事の為

仲峯由会員 ９/３ 東京米山ＲＣ

９/９ 東京米山RC

河野会員
９/１０

Rotary-E-Culb Sunrise of Japan

中井昭会員 ９/７ 地区RAC 全国統一アクトの日

米田会員 ９/５ KUMATORI向日葵

２０１４－１５年度第一回勉強会
源流セミナー in 福岡 ９月２０日（土）

ソラリア西鉄ホテル 福岡市中央区大名2-6-60
TEL 092-781-0211
13：30 登録開始 14：00 開 会
17：45 閉会 18：00 懇親会
セミナー登録料 4000円 懇親会費 8000円
登録締め切りは9月12日です。

本日のお客様

有限会社 尚学社 代表取締役 土井満夫様


