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Weekly Report 
「ロータリーを通じて生まれる人との絆を大切に」 

本日の例会  新入会員卓話（戸畑教之会員・野口好太郎会員・早田貴志会員）    次回例会 ゲスト卓話（入江英也氏） 

《新入会員卓話》 

村上英毅君 
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【本  日】   会員数  45 名    出席  29 名     欠     席   4 名    出席規定免除会員（12）   出席 7 名    出 席 率  90.00％ 

【前々回】   会員数  45 名    出席  29 名    メークアップ  4 名    出席規定免除会員（12）   出席 9 名    修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2019～2020 年度 ＲＩ会長 / マーク・D・マローニー ガバナー/千葉憲哉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《新入会員卓話》 

永石浩一郎君 

 

株式会社エコーです。弊社のパソコン部門では、シ

ステム開発や GIS 等の地図情報システムの構築そし

て、AI を利用した RPA 等の構築業務を行っておりま

す。今回、皆様の業務に身近な RPA のシステムをご紹

介致します。 

RPA とは、Robotic Process Automation の略称で、

パソコンに組み込まれたロボットが自動的にパソコ

ンで行う業務を遂行していくものです。弊社では、パ

ソコンの中に組み込むロボットを作る業務を請け負

っております。このロボットを作成する RPA ツールは

、現在日本で 30 種類近くあります。RPA ツールには、

様々な特徴があり、価格や操作性や難易度が違ってお

ります。 

弊社では、RPA テクノロジーズ社の BIZ ロボと NEC

社のロボットソリューション、そして FCE 社のロボパ

ッドを扱っております。BIZ ロボはサーバーを介し、

社内の複数のパソコンを管理し、業務を遂行していく

ものです。 

次に、NEC のロボソルは、サーバー型とスタンドア

ロン型があります。操作性は易しく、社内の職員の方

でも、社内でロボット構築も可能です。価格は比較的

割安だと感じます。 

後に、FCE 社のロボパッドは、スタンドアロン型

のみです。操作性は易しく、通常の職員のパソコンで

操作を行うとそれを自動で記憶して、ロボットを作成

します。多分、日本で一番簡単な RPA ツールであり、

価格も他と比べ非常に安価です。また、RPA ツール使

用料金に保守サポート費用も入っており、中小・零細

企業にお勧めな RPA ツールです。 

今回は、RPA ツールの機能や性格・操作性や価格の

比較表を皆様へ資料配布しておりますので、ご参考願

います。また、RPA ツール使用料が無いものは、英語

表記で、弊社も複数社利用してみましたが、プログラ

ムの知識を必要として難しかったようです。サーバー

型の RPA ツールは、操作性が難しく、社内にエンジニ

アを配置して業務を管理する必要があります。しかし

、複雑な業務や他のシステムとの連動が可能になりま

す。大手企業はサーバー型を導入しております。NEC

社のロボソルは、長崎県庁へ導入されております。大

都市圏では、この RPA ツールは積極的に企業が経費削

減や人手不足、働き方改革等の要因で導入しておりま

す。しかし、地方では経費対効果の面でサーバー型の

導入は少ないようです。但し、スタンドアロン型の

FCE 社のロボパッドは、安くて・簡単・便利で、地方

に好まれる傾向です。 

以上のように、RPA ツールは皆様のパソコンの業務

を自動化し、ミスを無くし 365 日 24 時間業務を遂行

してくれるロボットです。RPA ツールは、利用する場

合、①利用料金（年間＆月間）と②ロボット作成費用

と③RPA ツール保守費用が掛かってきます。御社の業

務内容や費用対効果を踏まえてご検討下さい。 

今後、ご検討される場合は弊社エンジニアが詳細を

ご説明致します。ありがとうございました。 

 

 

《会長挨拶》 

                蒲池芳明 会長 

 
2 月 16 日青少年の健全育成事業の一環として地区

補助金を活用した知的障がいを抱える県立佐世保特

別支援学校の小・中学生 25 名程を招いて元オリンッ

ピク選手 森 隆弘先生の指導による水泳教室が無

事に終了する事ができました。 

早朝より会場をお貸しいただいた緒方信行会員、ビ

ートスイミングクラブのスタッフの皆様、また地区補

助金の申請から携わっていただいた奉仕プロジェク

ト青少年委員会中川信次委員長を初め委員会の皆様、

雨の中駆けつけて頂いたロータリーの会員の皆様

色々とありがとうございました。 

参加した生徒さんの中には「水泳はとても楽しかっ

た」「これから頑張りたい」と話す子がいまして開催

してつくづく良かったと思いました。 

驚いたのは取材依頼が 4 社もあり西沢寛公共イメ

ージ雑誌文献委員長ありがとうございました。本日の

新聞やテレビ報道で佐世保北ロータリークラブのイ

メージが大きくクローズアップされたと感謝します。 

私と村瀬高広幹事はその後佐賀で開催された第



2740 地区基本理念セミナーに出席しました。そのセ

ミナーの内容は第 2770 地区中村靖治様がロータリー

のクラブの原点の話をなされ、クラブの定款、組織、

ロータリーの思考、ロータリーの哲学、基本理念、行

動の指針、奉仕の理想ロータリアンが目指すものが語

られました。この方は RLI 日本支部ファシリテーター

委員長となられ全国にロータリー会議の進め方をフ

ァシリテーション形式で行うよう勧めている方でも

あり、各テーブルで実際に指導を行われています。今

後はこの形式で行ってほしいと勧められておりまし

た。 

本日は新入会員卓話です。村上英毅会員、永石浩一

郎会員どうぞよろしくお願いします。 

 

 
《幹事報告》 

           村瀬高広 幹事 

 

1.例会変更 

 

北松浦ＲＣ   

3 月 17 日（火）12：30～ 

→3月 15 日（日）9：00～ 道路清掃奉仕のため  

  3 月 31 日（火）12：30～ 

→3月 29 日（日）12：30～ 御橋観音公園 

（観桜会のため） 

 

2.来 信  

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

ハイライトよねやま Vol.239 

 

 ・ガバナー事務所 

  九州北部豪雨災害義援金報告 

 

・佐世保西ＲＣ 

  第 48 回佐世保市内 8ＲＣ 

親睦ゴルフ大会競技委員・担当幹事会のご案内 

  日時： 2020 年 2 月 25 日（火）14：00～ 

  場所： セントラルホテル佐世保 

 ・佐世保中央ＲＣ 

  2019～2020 年度 

第６回佐世保市内 8ＲＣ会長・幹事会議事録 

 

3.伝達事項 

 

 ①皆さまへ配布いたしておりますガバナー事務所 

からの第 2回アンケート調査の提出がまだの方 

はよろしくお願い致します。  

 ② 2/20(木)18：30 より グランドファーストイン 

佐世保にて第 8回理事会を開催いたします。 

 ③ 2/23（日）11：00～より割烹 清川（佐賀県鹿島 

市）にて 2020～2021 年度「ガバナー補佐研修」 

および「地区チーム研修セミナー」が開催されま 

す。緒方次年度ガバナー補佐よろしくお願いしま 

す。 

 ④ 2/24（月）は祝日休会（振替休日）となってお 

ります。次回例会は 3/2（月）戸畑会員、野口会 

員、早田会員３名の新入会員卓話です。よろしく 

お願いします。  

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

佐世保南 RC                          古賀良一君 

 

今回のビジター写真は、ガバナー補佐 OB 古賀良一君

と、当クラブより次年度ガバナー補佐就任の緒方信行

君（写真左）のツーショットです。 

 

 

《委員会報告》 

 

国際奉仕委員会 緒方信行 委員長 

・厦門理工学院へのマスク寄贈について 

・仁川 RC ショートステイの延期について 

 

奉仕プロジェクト青少年委員会 中川信次委員長 

2 月 16 日(日)、今年度の地区補助金事業として、

講師に元オリンピック選手の森隆弘氏を招いて、佐世

保特別支援学校の生徒を対象とした水泳教室を開催



IT 会報委員会 委員長 / 田島 慎   委員 / 平石晃一 中島閏二 中川信次 （記事担当 田島 慎） 

本日の合計   35,000 円    累計 1,077,000 円 

しました。 

また、前日の夜には、講師の森さんを囲む会も開催

しました。 

囲む会、水泳教室ともたくさんの会員の皆様に出席

していただき、無事に事故もなく事業を終了すること

が出来ました。ありがとうございました。 

森講師の上手な指導のおかげで子供たちもとても

喜んでおり、素敵な笑顔が印象に残りました。 

開催場所の提供や森講師との調整等、緒方会員に大

変お世話になりました。ありがとうございました。 

また、マスコミ各社(佐世保ＴＶ、ＮＣＣ、長崎新

聞、西日本新聞)からも取材をいただき、既にＴＶ放

映や新聞への掲載が行われています。広報活動を担当

いただいた西沢公共イメージ雑誌文献委員長、ありが

とうございました。 

青少年委員会では引き続き地域の皆さまにお役立

ち出来る活動に取組んで参りますので、ご協力をお願

い致します。 

 

定款細則改定委員会 松田信哉 直前幹事 

本日の例会終了後、委員会を開催しますので、委員の

方よろしくお願いします。 

 

松尾重巳 次年度幹事 

次年度第 3理事会の案内です。2月 27 日（木）18:30

より、グランドファーストイン佐世保で開催しますの

で理事・役員の方、出席お願いします。詳細は先週

11 日に FAX で差し上げております。出欠の回答をお

願いします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

渥美大介 親睦活動委員 

 

佐世保南ＲＣ 古賀良⼀君 

 佐世保北ＲＣの皆様、大変ご無沙汰しておりました。

本年もどうぞよろしくお願い致します。本来なら年初

早々に蒲池芳明会長様の激励に来なければいけない

のに大変失礼致しました。あと５カ月ですね、しっか

りお励み下さい。 

緒方信行様、ガバナー補佐ご就任おめでとうござい

ます。ＯＢ会で精一杯応援しますね。 

 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

① 先日開催された地区補助金事業、森隆弘さんの水

泳指導会に参加の皆様、ありがとうございました。 

中川委員長、緒方会員ご協力ありがとうございま

した。 

 

② 新入会員卓話楽しみにしております。村上英毅会

員、永石浩一郎会員、よろしくお願いします。 

 

③ 佐世保南ＲＣ古賀良一様のご来訪、心より歓迎致

します。 

 

村上英毅君 永石浩一郎君 

  本日の会員卓話は、新入会員卓話「私の職業」とな

ります。 

精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。 

 

戸畑教幸君 

  先日のＫＫＣで優勝させていただいたのでニコニ

コさせていただきます。 

といっても全員で 8 人の中ハンデをいただいての優

勝ですので、お恥ずかしいですが。次回は皆様ふるっ

てご参加下さい。 

 

福田俊郎君 平石晃一君 緒方信行君 宮﨑有恒君 

湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君 

渡会祐二君 松田信哉君 松永祐司君 小川 寛君 

松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君 八木順平君  

中川信次君 井上隆三君 茶村亜子君 渥美大介君  

村上英毅君 早田貴志君 二ノ宮 健君 

永石浩一郎君 松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 

野口好太郎君 

  本日の卓話は新入会員卓話です。村上英毅会員、永

石浩一郎会員 2名による「私の職業」となります。 

新入会員お二人から有意義なお話を聞けると思い

ます。よろしくお願い致します。 

 


