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暑い日が続きます。
先日、成田まで彩葉ちゃんの見送りに茂田会員・
秋元会員・黒岩会員・内山会員と一緒に行ってきま
した。彩葉ちゃんは活発な子だという事は承知して
いましたが、インドへ行ったら舞を披露する機会を
貰ったと私達にも見せてくれたりと、元気いっぱい
で出発してゆきました。彩葉ちゃんの妹さんは、全
寮制の山形の高校に行っているそうです。陶家のホ
ンワカ感とこの姉妹の活動的な事に少しギャップを
感じましたが、素晴らしい家族だなーと感心しまし
た。彩葉ちゃんは無事に出発したので、今度はリ
アちゃんを迎える番です。19日に成田に到着しま
す。出迎えに行く予定ですが、リアちゃんの日本で
の生活が始まります。ホストファミリーの皆様、お
手数をおかけ致します。この事業を無事に遂行して
ゆきたいと思っています。宜しくお願い致します。
他の会員さん達のご協力もお願い致します。
7月25日よりセルフサービスなのですが、コ－ヒ
－の提供ブースが設けられています。ご利用くださ
い。
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１．第2回理事会が8月1日(月)に開催されましたの
で、ご報告致します。
①会計報告
異議なし
②今後の例会開催について
感染者数及び濃厚接触者数が会員の中で5名
以上になった場合は、会長判断で例会を休会
とする。
③青少年交換留学生の受け入れの為の費用につ
いて
資料の通り、予算が不足している。周年事業
としての積み立てを1年間のみ青少年交換留
学生の費用の為に積み立てたい。(理事は承
認済)
こちらの件は、第11条第3節により決定事項
と致します。
④米山奨学生ウニバト君、1年延長の引き受け
について
2年の予定を博士号取得の為、1年延長の希
望あり。
クラブより84万円の特別寄付が必要。
通常の寄付で61万500円の寄付は達成出来て
いるので、不足分を武田会長・大川幹事・廣
田カウンセラー・鈴木会員の特別寄付により
延長の手続きを申請する。
⑤2024-25年度RI理事を選出する第2ゾーン指
名委員会への推薦について
当クラブからは推薦なし。
⑥駅前花壇の草対策について
本日例会終了後に除草作業を行います。
ご都合のつく方は、ご協力お願い致します。
また、今後の水まき対策として、花壇にホー
スを設置します。
⑦親睦委員会より、モルック練習会について
モルックで親睦を深める為に、モルック協会
の練習会に参加しつつ取り入れていく。
会員さんへは改めて募集の案内を送ります。
⑧退会会員について
7月28日付けで上野会員が退会。
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２．8月3日(水)に青少年交換留学生の陶彩葉さんが
インドへ旅立ちました。
青少年奉仕委員会の茂田委員長・秋元委員・ホ
ストファミリーの黒岩会員・内山会員・私(武
田会長)でお見送りに行ってきました。
皆さん、お疲れ様でした。
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大川

裕士幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員卓話の原稿
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜袖ケ浦RC＞
①日時：8月15日(月)内規による盆休み
②日時：8月29日(月)
点鐘：18時
場所：東京ベイプラザホテル
内容：夜間例会「親睦家族例会・納涼夜間例会」
２．次週8月15日(月)の例会は休会です。お間違いのな
いようお願い致します。
次回の例会は8月22日(月)です。宜しくお願い致しま
す。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．地区大会の出欠について

会員卓話
「ドローン事業への取組みと将来性」
木内

ローンを知るきっかけとなりました。
彼は熱くドローンを語り、ライセンスの必要性とド
ローンを使ったビジネス展開だけでなく災害時の人命
救助など、幅広く活用されるドローンに今取り組むこと
の大切さも説明されてサイワークスドローンスクールに
加盟致しました。
無人航空機であるドローンは「空の産業革命」とも
言われ様々な産業分野で活用が始まっており、今後そ
の活躍の場は無限に広がっていきます。また、ドローン
は生産性向上の一翼を担い、人員不足の解消・コスト
削減も期待されます。さらに、ドローンオペレーターの
スキルは新たな雇用創出にも繋がります。
サイワークスドローンスクールは地域産業発展の一
助となるべくドローン導入に必要な人材育成「特に法
律や安全な操作」を中心にサポートさせて頂きます。
そして、点検分野では外壁点検やソーラーパネルの
点検など、測量分野ではその作業にあった機体の提案
や指導など、その他物資運搬や災害時にあった機体の
提案も行って参ります。
最近では世界各地の争いごとが多発しており、ド
ローンが兵器として利用されている悪いイメージが付
いてしまっておりますが、正しい使い方をすることで
誰でも安全に楽しくプライベートからビジネスまで活用
することが出来るドローンを幅広い世代に知って頂く
為に「ドローンファイト」にも加盟致しました。これは
ミニドローンを使った風船割りゲームで、子供からお年
寄りまで誰でも平等に楽しめるe-スポーツです。今、日
本のe-スポーツ部門では3位に入っているドローンファ
イトをこの地域のイベントやお祭りなどで普及させてい
きたいと思っております。
最後になりますが、ドローンを通じてこの地域の発
展と各企業様の益々のご繁栄を祈念致しまして結びと
致します。

髙茂会員

私の本業は建設機械の修理や販売、リースを行って
おり、5年前に発電機や小型のユンボなどを扱う有限会
社アルファをM＆Aしてから建設に関わる商売しかして
おらず、ドローンとは全く無縁でした。テレビの中では
良く見かけることはありましたが、まさか自分がドロー
ンを扱うビジネスをするとは思っておりませんでした。
そのきっかけとなったのが、15年間所属させて頂き
ました青年会議所活動です。40歳で卒業となる青年会
議所活動ですが、当時2014年に全国のメンバーが集ま
る日本青年会議所にスタッフとして出向させて頂き、
そこで宮崎県から来ている1人のメンバーと出会い、ド

ニコニコＢＯＸ
武田富士子

木内会員、卓話ありがとうござい
ます。ドローン事業への取り組み
ですか、凄いですね。入会時にド
ローンスクールを開催していると
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紹介されたと覚えております。正
直私も、通いたいと思ったくらい
です。小幡会員が格好よくドロー
ンを扱っている姿を見て、やって
みたいと思ったからです。通っ
ちゃおうかな、よろしく!!
木内会員、卓話ありがとうござい
ました。まだまだ猛暑が続きま
す。皆様健康に留意され、日々お
過ごしください。例会後、駅前花
壇の除草作業があります。ご都合
の付く方、ご協力宜しくお願い致
します。
危険な暑さが続きます。本日予定
の例会後の駅前花壇草取りも、熱
中症対策を徹底して取り組みま
しょう。
木内会員、卓話ありがとうござい
ました。
初めての卓話で緊張しました。ド
ローン宜しくお願いします。
高校野球、夏の甲子園大会が始ま
りました。若い人達の頑張りから
は、大きな元気を貰えます。我々
も暑さ、コロナに負けないよう頑
張っていきたいものです。今日は
千葉県代表の市立船橋高校が沖縄
県代表興南高校と対戦します。精
一杯応援したいと思います。
木内さん、ドローン事業への取り
組みと将来性について卓話ありが
とうございました。
娘が夏休みに入り、毎日楽しく過
ごしております。
本日の奉仕作業、欠席させて頂き
ます。大変申し訳ございません。
木内会員、会員卓話ありがとうご
ざいました。駅前花壇の除草作業
頑張ります!!
本日の雑草抜き頑張りましょう。
新型コロナ感染者数、ピークが更
に増大する動きは鈍ってきている
様子です。2月頃の第6波のピーク
時と比較して2.5倍の感染者数で
すが、重傷者数は50％程度ですの
で、ワクチン効果を含めて重症化
の程度は大きく低減しています。
行動制限なく、感染者数が低減す
ることを願っています。
今週より、また暑くなってきまし
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た。熱中症に気を付けていきま
しょう。8月8日は縁起の良い日だ
そうです。良い日であります様に!
本日は駅前花壇の除草作業です。
ご協力宜しくお願いします。
お世話になります。今日は、除草
作業頑張ります。
木更津の土曜日の7:20~10分間だ
け、花火が打ち上がっています。
あと、8月の13、15、20、27日で
す。
木内さん、貴重な卓話ありがとう
ございました。席替抽選、当たり
ました。ありがとうございます。
嬉しいです!!
本日は館山の花火大会ですね。コ
ロナが拡大しないことを願いま
す。駅前の草取り頑張ります。
木内会員、会員卓話ありがとうご
ざいました。ドローン事業に大変
興味を示しました。本日の除草作
業に参加出来ず申し訳ございませ
ん。
夏の甲子園大会が始まりました。
地元、木更津総合高校は千葉県大
会の決勝戦で惜しくも負けてしま
いましたが、代表になった市船を
応援したいと思います。いつも高
校生の一生懸命に取り組む姿に感
動させられます。
本日は暑い中で申し訳ありません
が、駅前花壇の草取りにご協力願
います。
木内会員、貴重な卓話ありがとう
ございました。
木内会員、卓話ありがとうござい
ました。本日の草抜き作業、熱中
症に気を付けて頑張ります。
草取り、打ち合わせの為欠席させ
て頂きます。
木内会員、卓話ありがとうござい
ました。これからも、共にロータ
リー活動を頑張りましょう!
先週末は墓参りを兼ねて家族10名
で大磯に行ってきました。家族全
員、元気に顔をあわせることが出
来、心から天に感謝します。本日
これから会議の為、草抜きは欠席
させて頂きます。スミマセン。
木内会員、卓話ありがとうござい
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ました。除草作業頑張ります。
皆様こんにちは。木内会員、貴重
なお話ありがとうございました。
木内会員、為になるお話をありが
とうございました。
今日から、夜勤の現場に数日いっ
てきます。久しぶりの溶接の仕事
で楽しみです。狭いタンクの中で
夜でも暑いそうです。やっぱり行
きたくないかも。
木内会員、卓話ありがとうござい
ました。除草作業頑張ります。
本日は暑いですが、草抜き頑張り
ます!木内さん、卓話ありがとうご
ざいました。
木内会員、卓話ありがとうござい
ました。とても参考になりまし
た。

駅前花壇の草取りの様子(R4.8.8)

