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  「ロータリーは機会の扉を開く」 Rotary Opens Opportunities 

   R I 会 長  ﾎﾙｶﾞｰ・ｸﾅｰｸ （Herzogtum Lauenburg-Mölln RC /ドイツ） 

    第 2 5 2 0 地 区 ガバナー 伊藤 智仁 （花巻南ロータリークラブ） 

    花巻南ロータリークラブ会長 似内 裕司 

 

第 2627 回例会 令和 3 年 5 月 6 日 

Ⅰ．開会点鐘     似内裕司会長 

Ⅱ．ロータリーソング斉唱 

Ⅲ．四つのテスト 

Ⅳ．ゲスト紹介 

Ⅴ．会長の時間    似内裕司会長 

Ⅵ．幹事報告     高橋 誠幹事 

・花巻市防犯協会令和 3 年度通常総会開催 

（書面決議）について 

〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 

・国際ロータリー日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ 

〔国際ロータリー日本事務局〕 

・日本のロータリー100 周年を祝う会 

 〔日本のロータリー100 周年を祝う会 

 事務局長 水野 功(RID2750 東京飛火野 RC)〕 

  

Ⅷ．委員会報告  

Ⅸ．ニコニコ BOX   ニコニコ BOX 委員会 

Ⅹ．出席報告     出席奨励委員会 

Ⅺ．プログラム 

Ⅶ．慶祝（月初のみ）    親睦委員会 

Ⅻ．閉会点鐘       似内裕司会長 

【前回確認事項】 

１．配布 

  ●第 2625 回例会会報 

  会員卓話資料    

２．出席 

  ●4 月 15 日(木) 33 名中 20 名出席 

   出席率 64.5% 前回修正 70.9% 

  4 月 22 日(木) 33 名中 13 名出席 

   出席率 44.8% 前回修正 62.0% 

   メーキャップ 

 なし 

 ３．ニコニコ BOX 

 

♦ 白身魚のハーブパン粉焼き 

 タルタルソース 

♦ スープ、サラダ 

♦ ライス 

♦ デザート 
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4 月 15 日例会 

ニコニコボックスは有りません 

4 月 22 日移動例会 

ニコニコボックスは有りません 

 

下の QR コードをスキャンすると、ロータリーの

友電子版をスマホで 

読むことが出来ます。 

ﾛｸﾞｲﾝ ID：rotary    

パスワード：rotary 
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  会長の時間 似内裕司会長 

 ・製造業（自動車関連）の動向について 

 自動車業界では EV の普及によって、今現在の雇用

 が 1割減少する可能性があるという試算があります。

現在大まかな数字で、自動車関連製造産業で 300 万人が働

いているが、30 万人が仕事を失う計算です。 

 電気自動車に変わると、今の自動車の部品は 3 万点ある

が、２万点に減少する。そこでメーカー各社は新たな事業創出に

向けた研究開発を加速しているという事です。さらに静岡県と浜

松市で作るイノベーション推進機構と言う機関では完成車メーカ

ーと連携して中小企業向けに次世代の技術を提供して、脱ガソ

リン車に対応できるように支援しています。自動車の部品を作る

会社だけではなくて、ガソリンスタンドの経営(売り上げの減少)、

自動車整備業(整備項目の減少による収益の減少)などがあ

り、製造業の 30 万人以上の雇用の減少の懸念があります。 

 電気自動車の普及率は欧米では 10%超、日本では 1%。

(電気自動車のみは 0.3%)ノルウェーでは 60%普及している。

(国の政策による購入費補助、税金の優遇による)電気自動車

のメリットとは燃料費が安い、メンテナンス等維持費が安い、音

が静かで騒音が出ない、パワーがある、加速性能が良いなどが

有ります。デメリットは充電に時間がかかる、充電する場所が少

ない、車両の本体価格が高い(今後、バッテリー価格が下がれば

エンジン車と同等の価格になる)。そうなれば一気に普及する可

能性があります。         

  
 

 

 

 
  
  
  中国で 7世紀に入り、木版印刷が始まり、仏教の伝
来とともに朝鮮半島や日本に伝わる。奈良時代に布教活
動の為に全国のお寺に配布した１００万塔陀羅尼が現
存する最古の印刷物になります。その後 300 年は日本にお
いて印刷は行われませんでした。当時は写本でした。 
 江戸時代に入り商業が盛んになって、読み書きできる人
が増えてきて、ようやく木版印刷が行われるようになり、浮
世絵や、瓦版などの印刷物により、江戸の町人文化の発
展を推進しました。  
 本格的に活版印刷が始まったのは明治 3年以降になり
ます。活版印刷とは活字 1字 1字を独立させ、これを組み
合わせて活版を作り印刷する技術です。この技術により、新
聞や紙幣が作られるようになります。 
 今の主流はオフセット印刷です。パソコンで作った版を機
械でアルミの板に掘って、それを印刷機にかけます。版に塗
られたインクをゴムブランケットに転写し、紙に印刷します。 
 最近の印刷方法にオンデマンド印刷と言うものがありま
す。これは製版せずに、データを直接印刷機に入力して印刷
する方式です。電子写真方式やインクジェット方式を利用
した高速デジタル印刷です。 
  
 

  

 

 

5 月 6 月 7 月 

青少年奉仕月間 ロータリー親睦活動月間 新年度役員就任 

【会員誕生】 
鎌田定悦、菊池忠彦、高橋照幸 
似内裕司 
【夫人誕生】 
藤本浜子、渡辺法子、高橋きよ子 
八森峯子、佐々木クミ子 
【結婚記念】 
川辺助之、高橋溥芳、岩舘正明 
伊藤智仁、嶋 利幸、千葉 功 

【会員誕生】 
小野健太郎 
【夫人誕生】 
阿部俊子 
【結婚記念】 
小野健太郎、阿部豊治 

【会員誕生】 
千葉 功、照井正樹 
【夫人誕生】 
千葉まり子、本舘睦子、高橋直子 
【結婚記念】 
佐藤 寧 

6 
会員卓話 

佐々木繁樹君 
3 

クラブ協議会 
年間活動報告① 

2 
会長所信表明 
幹事挨拶 

13 
青少年奉仕委員長 

照井正樹君 
10 

クラブ協議会 
年間活動報告② 

9 
クラブ協議会 

会長ｴﾚｸﾄ、副会長 

20 
会員卓話 

小田島順造君 
17 

会長・幹事事業報告 
この一年を振り返って 

16 
クラブ協議会 

決算報告、予算審議 

27 休会 24 慰労例会 
夜例会 ホテル花城 

23 未定 

30 未定 

第 2625回例会 
2021/4/15       会員卓話 菊池忠彦君 

     ・日本の印刷の歴史 

移動例会 

観桜会 

金矢温泉 

4 月 22 日 


