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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

豊岡 淳 

      最近、新聞やテレビのニュースを見ると、必

ず「ロボット」のキーワードが出てきます。 

本日は豊岡会員の「ユタカ精工」さん、私の 

「F-Design」が携わっているロボット関連の話 

として「ロボット産業の将来性」と題し、卓話 

をさせて頂きます。 

     〇まず、ロボットとは何か？ 

一般の方がよく想像するのは、鉄腕アトムや 

ガンダムなどの「人型ロボット」と呼ばれるも 

のです。「二足歩行ロボット」として開発を進 

めていた、ホンダの ASIMOなどはこれに近いと 

思います。他には、皮膚表面の生体電位信号を 

読み取り、動作する世界初の「パワードスーツ」 

     

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
藤本 恵介 

HALや、12年振りに復活したソニーの「ペット 

ロボット」など人や動物を模した、または近似 

した形状および機能を持つ機械の事で、これら 

のロボットはとても分かりやすいと思います。 

その他に「産業用ロボット」があります。当 

クラブには、ものづくりに関わっている会員が 

多いので、よくご存じの分野であると思います 

が、例えば製品を移動させるためのロボットや、 

金属を溶接したり、塗装したり、組立をするロ 

ボットなど、製造設備などで用いられるロボッ 

トがあります。 

特に最近注目されているものに「協働ロボッ 

ト」というものがあり、従来、人とロボットの 

 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 

 
作業領域は安全性確保の為、分けなければならな 

いのですが、最近はある規格の条件次第で、同じ 

領域で作業が可能です。 

あとは、「生活支援ロボット」というものもあ 

ります。例えば、アイボット社の“ルンバ”など 

の掃除ロボットや、ソフトバンクの“ペッパー” 

などがあります。今では、このペッパーを利用し 

て、人材採用の面接をしている会社もあるようで 

す。この他に「軍事用ロボット」や「災害用ロボ 

ット」など、多岐に亘った産業にロボットがあり 

ます。 

     改めてロボットは何か？ということですが、時 

    代と共に科学技術はもとより、産業構造、社会制 

度、文化なども変化し、ロボットの役割や受け取 

られ方も変遷してきていることがあり、実は定義 

はありません。ある機関では、 

1．人に代わって作業をするために作られた存在 

2．人の姿を模して作られた存在 

3．人の行動を模して作られた存在 

と定義をしています。 

 

    〇これからの「ロボット産業」は、どうなってい 

     くのか 

     日本政府は、東京オリンピックが行われる 2020 

年を目標に、ロボットを広く社会に普及しようと 

2014年に「日本再興戦略」を策定しました。 

なぜ、このような戦略を打ち出しているかとい 

うと、背景に日本が抱えている社会的課題がある 

からです。大きな課題は「人口減少と 高齢化によ 

る労働力の減少」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業、農業、漁業、林業、介護業界などに従事 

する人材不足など、あらゆる問題の根幹が少子高 

齢化による労働力不足と密接な関連があります。 

移民受入れという選択肢もあると思うのですが、 

この問題の解決策として、政府はロボットによっ 

て、あらゆる労働作業の自動化を計画しています。 

     

〇神奈川県・相模原市の「ロボット産業」への取 

り組みについて 

神奈川県は「さがみロボット産業特区」という 

国と地域の協働プロジェクトである「地域活性化 

総合特別地域制度」を活用し、生活支援ロボット 

の実用化や普及を促進しています。 

この特区内でのロボット開発は、薬事法や道路 

交通法など規制緩和により、実証実験のハードル 

が下がったり、補助金として予算が付いたり、資 

金調達の際に利子補給受けられたりと様々なメリ 

ットがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この特区は神奈川県の圏央道に沿って、相模原 

市も地域に入っています。相模原市ではロボット 

をテーマとしたビジネス推進を多面的に支援する 

ために「さがみはらロボットビジネス協議会」が 

設立されています。中小企業、大学等研究機関、 

金融機関、行政や支援機関で構成し、ロボットビ 

ジネス推進のため地域のプラットフォームとして、 

ロボット産業の振興や起業のビジネス支援に取り 

組んでいる組織です。 

○国際ロボット展について 

 先日 11月 29 日～12月 2日に、東京ビックサ 

イトで「国際ロボット展」という展示会が開催さ 

れ、神奈川県が県内の企業を集めたブースがあり、 

 



 

         
更に、その中の相模原市で出展した「さがみはら 

ロボットビジネス協議会」のブース内に、ユタカ 

精工さんと F-Designも出展しました。 

ユタカ精工では、先程説明した「協働ロボット」 

    を利用した工作機械のオペレーションロボット

を出展しました。この装置は、単なる自動機と呼

ばれる専用の機械ではなく、既存の装置を利用し

た、人間に代わりオペレーションをすることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、F-Designはドローンや監視ロボット、ロ 

ボットハンドの模型を並べ、民生品の開発支援を 

想像させる展示をおこないました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レボックス社（鎌田会員会社） 

日本の人口減少は、既に分かっている未来です。 

おそらく問題は高齢化社会になり、生産年齢人口 

率が落ち込むことだと思いますが、生産性を上げ 

るという意味でも、ロボットの需要は高くなると 

思います。 

＜ロボット産業の将来性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30年後、どのような世界になっているか分かり 

ませんが、ロボットと仲良く共存出来る社会にな 

っていてほしいものです。 

最後に職業奉仕の観点から、ロボット関連で皆 

様や地域社会に奉仕できることがあれば、お手伝 

いをしますので、我々にお声がけください。 

 

 

 

 



 
 

 

 

●冣住会長、横溝幹事 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②豊岡会員、藤本会員、卓話楽しみにしています。 

●大坪 征弘会員 

①結婚記念日のお祝を戴きまして、ありがとうご 

ざいます。 

②永保会員、加賀会員、入会記念日祝おめでとう 

ございます。 

    ③大井会員、結婚記念日祝おめでとうございます。 

●永保 固紀会員 

 入会記念日祝をいただいて！  

●大井 達会員 

①卓話の豊岡さん、藤本さん宜しくお願いします。

②お祝を受けられる皆様、おめでとうございます。 

③私も結婚記念日のお祝を戴き、ありがとうござ 

います。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の大坪さん、大井さん、入会記念

日祝の永保さん、加賀さん、おめでとうござい 

ます。 

②卓話の豊岡さん、藤本さん楽しみにしています。 

③絵画展を相模大野の“ボーノ”で 12月 21日～ 

 12月 25日までやります。遊びに来て下さい。 

●櫻内 康裕会員 

①本日、お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②卓話の豊岡会員、藤本会員宜しくお願いします。 

●竹田 繁会員、瀬戸 裕昭会員 

①本日の卓話担当の豊岡会員、藤本会員、ご苦労 

様です。景気の良い話を一発お願いします。 

②結婚記念日祝の大坪会員、大井会員、入会記念

日祝の永保会員、加賀会員、おめでとうござい 

ます。 

●大塚 正浩会員 

①結婚記念日お祝、入会記念日祝お祝の皆さま、 

おめでとうございます。 

②豊岡さん、藤本さん、本日の卓話、宜しくお願 

 いします。 

 

 

 

 

 

 

●池之上 和哉会員 

①12月お祝いの皆さん、おめでとうございます。 

②豊岡会員、藤本会員、卓話楽しみです。宜しく 

お願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●田後 隆二会員 

①12月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

②来週休みます。良いお年を！！ 

●江成 利夫会員 

①卓話の豊岡会員、藤本会員宜しくお願いします。 

②結婚記念日祝、入会記念日祝の皆さん、おめで 

とうございます。 

●伊倉 正光会員 

①結婚記念日祝と入会記念日祝の会員皆様、おめ 

 でとうございます。 

②豊岡会員、藤本会員の卓話楽しみにしています。 

●阿部 毅会員 

①卓話の豊岡・藤本会員、宜しく。 

②小崎会員、今日の「ロータリーの友」紹介を 

 よろしく。 

③結婚記念日、入会記念日の皆様、おめでとうご 

 ざいます。 

●山之内 洋会員 

①大坪会員、大井会員、おめでとうございます。 

②今年度入会して、初めての記念すべきスマイル 

 ボックスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のスマイル額  ３１，０００円 

今年度の累計額  ５３０，９００円１８ 

 

 

＜特別スマイル＞ 

●菊地 啓之会員 

 クラブの皆様には、長年大変お世話になりま 

した。今この時期に退会するのは、申し訳な 

く思っております。今後、お役に立てること 

があればご協力させて頂きますので、今まで 

通りのお付合いの程宜しくお願い致します。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日寒い日が続きますが、私もここ 3 週間くら 
い軽い風邪気味で咳が出たり、喉が痛かったり、 
微熱が出たり、治ったりをぐずぐず繰り返してい 
ます。今まで風邪をひいても、長引くということ 
がなかったので、少しへこんでいます。身体だけ 
は丈夫だからと思って、ついつい無理してしまい 
がちなのですが、いつまでも若くないと改めて実 
感しています。皆様も身体にはお気を付け下さい。 
先日、理事会にてインターアクト年次大会の収 

支決算を承認しました。収入が地区からの補助金 
及び登録料などで 783,000 円、支出が 594,000 円 
で、内訳としては、お弁当代や報告書の印刷代、 
記念品代が大きい項目になります。 
残金 188,230 円ですが、地区からの補助金を

200,000 円を戴いているので返金することになり

ました。当然と言えば当然ですが、12 年前の光明

学園での年次大会時は、クラブ奉仕会計に繰り入

れていたので、少し期待していました。 
とはいえ、予算内で納まったのも光明学園高校 

の全面的なご協力があってのことですので、本当

に感謝しております。 
 来年 2 月になりますが、フィリピンのマカティ

ポブラシオン RC「空飛ぶシューズプロジェクト」

の御礼も兼ねて、26 日（月）例会に出席するため、

25 日（日）～27 日（火）の日程で、フィリピン

を訪問する予定です。改めてご参加できる方を募

りますが、ご検討ください。 
     また、来年 6 月のトロント国際大会ツアー3 泊 

5 日の旅程表を、E メール登録されている会員の

方に事前に連絡してありますが、12 月 15 日まで 
 

 
 

が早期登録割引の締切りになっております。参加 
される方は例会後、しばらくお集まり頂きたいと 
思います。 
 次に残念なご報告があります。菊地会員と山﨑 
会員が 12 月末日で退会されます。菊地会員は平 
成 1 年に入会し、30 年近い大ベテランで大変残 
念なのですが、会社の体制が変わり、仕事が忙し 
くなるそうです。是非ご挨拶を頂きたかったので 
すが、年内は予定がつかないと伺っています。山 
崎さんは入会して 1 年半位ですが、なかなかフォ 
ローができなかったかと反省する点もあります。 
 本日の通常例会は今年最後になります。何か報 
告忘れがないか心配です。18 日（月）Ｘマス家族 
例会の次は、1 月 9 日（火）の新年夜間例会にな 
ります。私も会社が 1 月 8 日まで連続休みとなり 
長いので、頭の方がちょっと復帰するのに時間が 
かかりそうです。  
 

 

公共イメージ委員長        小崎 直利 

 ロータリーの友 12月号 

より、主に４つの記事を 

紹介させて頂きます。 

 1つ目は横書の最初の 

ページ「RI会長メッセー 

ジ」で、シンプルな文章 

ですが、平和に向けての 

願いが込められています。 

 2つ目は、34ページ～ 

4つの地区の地区大会略報が掲載されていますが、 

当地区の登録者数は 2,457人で、他の地区より圧 

倒的に会員数が多いのが判ります。 

 3つ目は縦書 4ページ～「人はがんとどう向き 

合うのか？」で、自分の体の異常に対し、どう対 

処するかによって、その後の処置に天と地ほどの 

差が生まれるそうです。また、ヒトは 10の 27乗 

メートル、10のマイナス 35乗メートルの自然界 

に漂う「はかない存在」だと言っています。 

 4つ目は 17ページ「ホームクラブ連続 1662 回 

出席」で、松江 RCの 82才の消化器科医の方です。 

1983年からで、私が生まれる前からの連続出席で 

すごい記録だと思います。   （概要にて掲載） 

 



 
 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①インターアクト海外研修の件 

今年度の海外研修は、下記要領にて実施致しま

す。負担金につきましては、12月 20日までに、 

提唱クラブから地区にまとめてお支払下さい。 

日程：12月 23日（土）～26日（火）3泊 4日 

研修地：台湾・台北 参加費：参加者１名当り 

134,770 円（本人負担：44,923円、提唱クラブ 

負担：44,923円、地区負担：44,924円） 

②次年度カレンダーについて 

     貴クラブにて、2018 年 7月 1日～2019年 6月 

30日までに創立記念行事、ＩＭなど予定されて 

いる行事と次年度会長・幹事のお名前を 12月 

22日までにお知らせください。 

 

※年末家族例会（12月 18日）の出欠表を回覧してお 

りますので、本日例会までにご記入をお願い致し 

ます。 

１８：３０～例会 １８：５０頃～２０：３０ バーティー  

「センチュリーホテル相模大野」  

会費：会員１万円 ご家族１人３千円（１２才以下は 

無料） 

※新年夜間例会（１月９日）の出欠表を回覧しており 

ますので、ご記入をお願い致します。 

日時：１月９日（火）１８：３０～ 「小田原屋」（橋本） 

会費：５，０００円 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○結婚記念日祝 

・大坪 征弘会員 １２月 ６日 

・大井  達会員 １２月１６日 

○入会記念日祝 

・永保 固紀会員 １９７８年１２月１２日 

・加賀 治夫会員 １９９４年１２月２０日 

 

例会プログラム 

１２月１９日→１８日（月）「年末家族例会」 

     18:30 点鐘 センチュリーホテル相模大野 

   ２６日例会取止め 

１月 ②日祝日休会 

    ９日新年夜間例会 

      18:30 点鐘「小田原屋」 

   １６日クラブ協議会「後半の活動に向けて」 

       担当：会長、各委員長 

      定例理事役員会 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治 ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 28名） 事前メイク者 
３９名 ２９名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/28) 
３名 ９０．６３％ ８７．５％ 


