
1366

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 9/1 のお知らせ

会員増強・新クラブ結成推進月間
月間テーマ（8月）

2022年8月25日
第1355回（本年度 第7回）例会

（ 8月18日）

♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　キャンプ事業について
　上瀬 匠 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■宮里唯子ガバナー訪問日
●卓話　ガバナー公式訪問卓話
　宮里 唯子 ガバナー
■ガバナーとの懇談会
　11：20～　カトレアの間

8月15日、77年目の終戦記念日を迎えました。先の大戦では海外戦
地で、国内での空襲、沖縄戦、広島、長崎での原爆等310万人余の尊
い命が亡くなりました。犠牲になった戦没者を慰霊する政府主催の
全国戦没者追悼式が日本武道館で行われました。その席で岸田総理
大臣は「私たちが享受している平和と繁栄は戦没者の皆様の尊い



2022-23年度第1354回（第6回例会）
幹事報告 (8/18)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。
若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレクトようこ
そ中之島ロータリークラブへ。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■8月18日（木）、ガバナー補佐訪問日（天王寺RC　
若宮ガバナー補佐）
　11：30～ 懇談会

　第1回クラブ協議会 13：40～ ウィステリアの間

　卓話：辻会員

■8月25日（木）、卓話：上瀬会員
　指名委員会 13：40～

■9月1日（木）、ガバナー公式訪問日（R2660地区 宮
里ガバナー）
　11：20～12：20 理事役員懇談会

■9月8日（木）、卓話：北村（薫）会員

■9月15日（木）、臨時総会（事業・決算報告）
　第4回10月度理事会

■9月22日（木）、休会

■9月29日（木）、創立30周年記念式典リハーサル
13：00～

（地区関係）

■8月27日（土）、クラブ青少年奉仕合同委員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：13：30～

■9月3日（土）、地区ロータリー財団セミナー
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：14：00～

■9月17日（土）、クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委
員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター

■9月23日（金）～25日（日）、秋のRYLAセミナー（茨
木RC）
　場所：パナソニックリゾート大阪

（たっとい）命と苦難の歴史の上に築かれたものであ
ることを、私たちは片時たりとも忘れない」と述べられ
ました。

戦後77年を簡単に振り返りますと、敗戦後の、GHQ
支配下で日本は非軍事化と民主化を促されました。
1950年朝鮮戦争により経済復興が加速され始め、
1951年9月サンフランシスコ講和条約に調印して日
本の独立が国際的に認められました。1964年東京オ
リンピックを開催しました。1970年大阪国際万博を
開催しました。1972年5月沖縄返還されました。
1986年よりのバブル景気、1990年代初頭よりの失
われた20年、1997年阪神淡路大震災、2009年リー
マンショック、2011年東日本大震災と被災しました。

現在経済はGDP世界3位、戦後77年日本は平和を享
受してまいりました。国際情勢が厳しい中、この繁栄
と平和を私たちの子孫に伝えていくのは我々の使命
と感じております。

若宮ガバナー補佐と
中島ガバナー補佐エレクトがお見えになりました。



1980年、30歳でコンピュータープログラマーとして
個人創業いたしました。

5年後の1985年「株式会社マトリックス」を設立、事
務系コンピューターソフトウェアーの受託開発会社と
してスタートします。最初の社業です。

業務内容は創業時からの財務会計、給与計算、販売
管理などの受託請負を中心に、自社ブランド業務用
ソフトウェアーの開発、販売、プログラマーの派遣です。

5年が過ぎ会社は順調に伸びてきましたが、何か物
足りなさがあり自分のやりたいことは何だったのかと
自分自答を続けました。

結果、創造力に富んだ製品を作り出すことを社業に
したいとの結論に至ります。

ソフトウェアーを作り上げるのも好きでしたが、世界
初のニッチなオリジナル機器作りを目指します。

いろいろなジャンルの製品の研究、試作、開発を行い
ましたが、これといった成果がなく3年が過ぎました。

取引先の株式会社シマノ様が主催する自転車レース
イベントの担当者からリアルタイムにリザルトが出な
いものかと相談を受け、知り合いの会社関係者に相
談しますが、時速60キロで一瞬にして数十台ゴール
する自転車をリアルタイムに順位結果を出すのは技
術的に無理があるとのことでした。でも調査していく
と電波なら可能性があることを知り、自社を含め技術
会社4社での共同開発を行うことになりました。

1993年今のRFID（Radio Frequency Identification）
との出会いです。

因みにRFIDは、ICタグ、IDタグなどと呼ばれている

ID番号を電波で認識する非接触技術です。ICOCA、
PITAPAなど改札に使うものも総称してRFIDと呼び
ます。

しかし開発のハードルが非常に高く失敗の連続で
次々と参画した会社が離れ、3年後一人取り残されま
した。その間ソフトウェアー本業を疎かにした結果、
会社は壊滅状態になりましたが、諦めず一人で開発
を続けました。

話は変わりますが、RFID開発中の1994年2月に大阪
中之島RCに入会させていただいたのですが、3年後
本業が絶望的になり1997年やむなく退会する羽目
になった次第です。

1999年4月、開発から6年掛かりましたがRFID計測
システムが完成しました。うれしかったですね。その
時からあらゆる国内自転車ロードレースに採用され、
国際レースにも採用されました。

ソフトウェアー業中心の会社からレース計測、スポー
ツイベントを中心とした会社への社業転換のスター
トです。二つ目の社業です。

翌年2000年から鈴鹿サーキットでの自社サイクルイ
ベント開催、2001年からマラソンに進出、年間60
レースの計測請負が社業中心となりました。

その頃から他の計測会社へ計測機器を販売、現在
ニューイヤー駅伝、大阪国際女子マラソン、全国大学
駅伝、全国高校駅伝、箱根駅伝、福岡国際マラソン、び
わ湖毎日マラソン、などのレースで運用されています。

2004年レース計測で培ってきたRFID技術を入退出、
セキュリティ、安全安心など社会応用分野に拡大しま
した。ICタグを携帯して、あるポイントを通過するとタ
グを自動認識、誰々とわかる仕組みのハンズフリー
の登場です。

2006年念願のRFID開発、製造を中心としたモノづく
り業への社業転換です。

やっとものづくりに専念できる環境が整った時期で
す。これが現在の3つ目の社業です。

現在、全国の小中学校などで児童の登下校を父母の
スマホにメール配信するサービス（ミマモルメ）にマ
トリックスのICタグが採用されています。2009年から
全国で小中学校、幼稚園、保育所など1,800箇所に

社業いろいろ

辻 義光 会員



導入、30万人の児童に利用いただいています。また
2013年から「安全安心」をキーワードに車両と人の
接近検知警報システム「ヒヤリハンター」を研究開発、
3年後の2016年に完成、建設用重機、フォークリフト
などで稼働しています。累計5,000台以上の販売に
成長しました。

スポーツイベントも鈴鹿サーキットで5,000人規模の
国内最大級の自転車レースをはじめとして、現在年
間20レース以上を主催しています。

現在マトリックスの業務は自転車レースを中心とした
イベント、レース計測運用請負、レース計測機器製造
販売、セキュリティ（入退出）、安全警報システム機器
製造販売の総合RFID開発製造会社です。

ソフトウェアー業20年、イベント業5年、通信機器製

造17年ですが、今年度からソフトウェアーに再度
チャレンジ、ITビジネスを事業化いたします。

社業いろいろです。

これからもよろしくお願いいたします。

第1回　クラブ協議会（2022-2023年度）
日　時：2022年8月18日（木）　13：40～14：40
場　所：ホテルニューオータニB1F　ウイステリアの間
出席者：栗山・北村（讓）・戸田・村上・辻・北村（薫）・北口・高島・嶽下・上瀬・檜皮・早瀬・福田・安達・新・宗森・
　　　　小林・井本・藤本
オブザーバー：若宮ガバナー補佐・中嶋ガバナー補佐エレクト

テーマ「ロータリーの公共イメージを上げていくには
どうすればよいか？」

開会の挨拶　栗山会長

お疲れ様です。8月に入りコロナ患者が急激に増えて

おり陽性率も8割と高くなってきております。

非常に感染力が強いので健康には留意してください。

若宮ガバナー補佐

本日のテーマは公共イメージの向上ですが、大阪中

之島RCでは地区社会奉仕戸田副委員長がカル

チャーセンターを利用し豊中RCと合同で出前事業を

開催し、広く一般の方にロータリーのイメージ向上に

努められております。

また新聞媒体などを上手く活用する事で、奉仕活動

を直に一般の方に周知して頂く事も有効です。

北村（讓）直前会長

西成こども食堂の奉仕活動を行う際にはその都度、

各新聞社に連絡し、活動状況を記事として取り上げ

て頂いております。

TV・ラジオなどで取り上げてもらう事は難しいが、マ

スコミとの繋がりを保つ事が大切だ。

例会運営小委員会 戸田小委員長

ロータリー文庫の「クラブを成功に導くリーダー資
質 公共イメージ委員会編 2019-2022」から要点
を纏めますと、1．地域社会のニーズに取り組む活
動　2．地元若者、著名人が参加する活動　3．一
目で内容が理解できる事で、この3要素が新聞や
媒体に取り上げられやすい秘訣だそうです。

前回のマスク贈呈事業でも多くの新聞社に取り上
げられましたがこの3要素を満たしていたからです。

クラブ奉仕委員会 村上委員長

公共イメージを上げるには地道な活動の継続性
が大事でクラブの中で継続性を保てるセクション
が必要。

会計 辻会計

スポーツイベントはインパクトがあり、マスコミにも
取り上げられやすく、チャリティーマラソンなどは
一般の方が参加しやすく、継続する事で効果も上
がり、以前に事業としての実績もあるので取り組み
やすいのでは。



会員増強・維持小委員会 嶽下小委員長

公共イメージの大きな目的は会員増強で、会員増
強をするには奉仕事業などで一般の方が興味を
持ち参加したくなるような広報に取り組むべきだ。
今年度は当クラブの良い活動を冊子に纏めて会
員増強に繋げる。

青少年奉仕委員会 檜皮委員長

ロータリーの事業として印象づける為に、ロータ
リーのエンブレムを大きく強調する。

国際奉仕委員会 高島委員長

昔のロータリーは積極的に広報をしてこなかった
が、10数年程前から公共イメージの向上が課題に
なってきた。

事業活動を実施する際にロータリーの旗を必ず掲
げ、ロータリーの活動として周知してもらう。

海外の奉仕事業が国内の新聞社に取り上げてもら
う事が難しく、どのようにすれば取り上げてもらえる
か地区で検討をお願いしたい。

社会奉仕委員会 北口委員長

50代60代の以上方々ですと新聞やTVは有効だと
思いますが、40代以下は新聞も読まないしTVも見
ず、情報は自らインターネットなどの環境を使い情
報を得ている世代で、その様な世代にはSNSなど
を活用しロータリーの活動情報を発信する。

職業奉仕委員会 北村（薫）委員長

事業活動の対象先が知名度のある相手であれば
自ずとマスコミに取り上げられる。以前、大阪帝拳
ジムに奉仕活動で職場訪問した際には、大阪帝拳
ジムを取材しているマスコミが4～5社取材に来て
いた。

青年会議所が実施している「わんぱく相撲」などは
長年地道に事業続けてきた結果、現在はTV放送さ
せるまでに至っている。

会員研修小委員会 西田小委員長

一般の方はロータリーについて馴染みが薄く、大
阪中之島RCは様々な奉仕活動を行っているが、そ
の活動を継続し、その都度マスコミに取り上げても
らい、露出を多くする事で一般の方に知ってもらう。

事業を計画する場合はマスコミが取り上げやすい
事業計画を立てる。

親睦活動小委員会 上瀬会員

私が小学生の時に恐らく大東 RCだったと思うので
すがその大東RC主催の「少年野球 ロータリー杯」
が年に1回開催され、その当時、子供ながらにロー
タリーと言う言葉とエンブレムは記憶していて、
ロータリーがその時、具体的にどのような活動をし
ているのか知らなかったが、このような事業をする
事で記憶に残り大きな宣伝になる。イメージを上
げる事も必要だが下げないように襟を正して活動
する事も大事だ。

小林会員

守口RCが看板を立てポリオ撲滅をアピールしたり、
石碑に四つのテストを刻字して、そのような広告を
する事で日常生活の中で守口RCの活動を目にす
る機会がある。私が所属する大阪弁護士会や顧問
先ではTVCMなどを活用している事例もある。

30周年実行委員会 福田実行委員長

式典開催日：2022年10月27日
　　　　　  16：00～20：30（21：00）

場所：ホテルニューオータニ大阪

参加人数：150名～200名　

講演会：三木パストガバナー

記念式典事業：
・大阪水上隣保館　奨学金の贈呈　踊りを披露

・京都より14～15名の芸妓さんによるお祝いの
踊り

・桜宮小学校に大阪中之島RCの名称入りのバ
スケットボール（8個）をプロのバスケットチー
ムを通じて寄贈する

・新入会員より過去30年の評判が良かった奉仕
事業を紹介

講評　若宮ガバナー補佐

ロータリアンは自クラブの例会は必ず出席する事
は義務で、ギブアンドテイクにより反対に他クラブ
の例会にはいつでも出席できる。他クラブの例会
に出席する事で他クラブの活動に触れ、その事に
より自クラブの活動に活かす事が出来る。

公共イメージ向上の活動は入会4～5年の会員を
中心に積極的に事業活動を展開して頂きたい。

ラックではSNSで様々な活動を発信しており、彼ら
から私達も学ぶ必要があり彼らと情報を共有し、お
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栗山：若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレクト、

ようこそいらっしゃいました。

ご指導の程よろしくお願いいたします。

北村（讓）：若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレ

クト、本日よろしくお願いします。

村上：辻さん、本日の卓話楽しみにしております。ニコ

ニコ

井本：若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレクト

ようこそお越しくださいました。

辻さん、卓話楽しみにしております。

村橋：若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレクト

を歓迎して。

辻：ニコニコ

嶽下：若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレクト

ようこそお越しいただきありがとうございます。

檜皮：若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレクト

ようこそいらっしゃいました。

高島：若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレクト

ご苦労様です。ご教示よろしくお願いいたします。

新：この間素敵なお花をいただき、有難うございまし

た。ニコニコ

藤本：辻会員、卓話よろしくお願いいたします。

前田：残念です。富士山頂へは行けませんでした。

宗森：8月15日は終戦記念日でした。どう過ごされまし

たか。

村木：17日、京都では3年ぶりに全面点火された五山

の送り火・・・夏も終わりですが残暑厳しいです

ね。ニコニコ

下岡：辻会員、卓話楽しみにしています。

植屋：若宮ガバナー補佐、中島ガバナー補佐エレクト

よろしくお願いいたします。

上山：今日は少し風があって助かりますね。

山本：辻さん、卓話頑張ってください。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥51,000

累　計 : ￥210,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 3名
名誉会員数 4名 外国ビジター 0名
出席者 30名 国内ゲスト 0名
欠席者 6名 外国ゲスト 0名

出席率 80.55 %
7月14日の修正出席率 88.88 %

●本日のビジター
ガバナー補佐（大阪天王寺RC） 若宮 邦弘 様
ガバナー補佐エレクト（大阪天満橋RC）
 中島 清治 様
大阪天満橋RC 高松 貞彦 様

8月18日のメニュー

・彩り野菜のテリーヌ　ラビゴットソース
・仔羊のナバラン風
・玉蜀黍のアイスクリーム
・ブレッド・バター
・珈琲

互いに切磋琢磨する事で公共イメージは向上して
いきます。本日は、ありがとうございました。

中島ガバナー補佐エレクト

非常に素晴らしい協議会で、皆様が今回協議され
た事が今年度に1つでも2つでも具体的な形にな
り事業として展開して頂ければと存じます。

閉会の挨拶　戸田会長エレクト

皆様、お疲れ様でした。若宮ガバナー補佐には含蓄

のあるお話をありがとうございます。中島ガバナー補

佐エレクトはにこやかな笑顔でご挨拶を頂き、お人柄

を感じる事が出来ました。


