
《会長要件》西尾会長

　みなさん、こんにちは。今日の例会

からは、みなさんでお昼ご飯を一緒に

食べる、というこれまで当たり前だっ

た例会の形に戻りました。やはり、温

かいご飯をみなさんで食べるのは良い

ものです。昨日までの当たり前の日々

がいつ非日常になるのか、そう思うと

不安になることもありますが、この当たり前の大切

さを改めて感じます。

　先週の早朝例会の様子が早くも会報に掲載されて

います。みなさんで撮った集合写真は西尾家と親戚

の方々といった感じの写真ですね。春休み期間中で

したので、子どもたちも一緒に参加させていただき

ました。今年度は、家族で楽しむというのをモットー

にイベントを考えていましたが、パークゴルフやバー

ベキューなど開催できないまま 4 月になってしまい

ました。6 月までに少しでもみんなでわいわいがや

がやできるイベントができればなぁ、と思っていま

す。

　今日は、コミュニケーション委員会担当例会です。

吉田立盛委員長には、リモートで参加していただい

ております。さすが、コミュニケーション委員長！

のちほど、リモートでの卓話をお願い致します。ク

ラブとしては新しい試みとなります。

　今月 4 月は、「母子の健康月間」ということで、今

月のロータリーの友に特集が組まれていますが、こ

の中で、今月から施行された育児・介護休業法につ

いて、詳しく掲載されています。法改正のリーフレッ

トのように詳しく載っているのを見て、少し違和感

をもちました。それは、自分が社会保険労務士で業

務として関わっているからなのかもしれません。こ

れまでロータリーの友の内容は、ちょっと離れた（自

分とは直接関係がない）活動や地域での記事を、対

岸の火事として見ていたのかもしれない、と思いま

した。ロータリークラブは男性会員の多い組織です

し、男性社会のイメージという女性会員アンケート

結果も掲載されていますが、女性会員を増やす、女

性の社会進出、女性の管理職の割合を増やす、といっ

たクラブや社会全体の目標として数字目標が掲げら

れやすいですが、そのためには、ロータリーの友に

も掲載されている男性の育児休業の取得が増えるこ

とや男性も女性も一緒に育児をする、というのが当

たり前という、社会・職場での雰囲気の変化、意識

の変化が必要です。その変化が当たり前になるには、

時間もかかると思います。今回の改正、実は、半年

ごとに 3 回改正される予定です。職場に周知するの

も 1 度だけではなく、何度も長い期間に渡って周知

することによって、職場の意識変化を促すことがで

きるという意味で、今回の改正は社会に大きな変化

を促すチャンスなのではないかと思っています。

　ロータリークラブも同様で、クラブに入ってもら

いたいなぁという方、入りたいという方、そういう

方が性別や年齢に関係なく、自然にクラブに入って

活躍できる、それが当たり前のロータリークラブに

なれば良いのでは、と思っています。

《本人誕生日》西尾会長

　4月14日、来週の例会の日が誕

生日で 39 歳になります。30 代最

後ということで、30 代の内にやっ

ておいた方がいいよと言うことが

あれば教えて頂きたいと思いま

す。よろしくお願い致します。

《配偶者誕生日》

清川会員　　 　　 　松橋会員

 

2021-22年度ＲＩのテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
ＲＩ会長　シェカール・メータ（ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ）

八戸南ロータリークラブ会報
例会日：毎週木曜日 12：30　例会場：八戸パークホテル

●ガバナー　成田　秀治   ● 会長　西尾　和樹  ● 幹事　慶徳　拓也  ●コミュニケーション委員長　吉田　立盛

ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/　　Email：hsrclub-2830@cd.hi-net.ne.jp
Facebook ページ：https://www.facebook.com/hachinoheminamirc/

   Facebook ページに「いいね！　 」をお願いします。
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2020/

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか

《出席報告》中村委員長
　正会員数 31 名。本日の出席は免除会

員 4 名を含む 20 名。出席率は 76.9％

です。

伊藤職業奉仕委員長
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《ニコニコボックス》中村委員長

西尾会長：吉田立盛委員長、今日はよ

　　　　ろしくお願いします。

慶徳幹事：吉田立盛委員長、リモート

　　　　でよろしくお願いします。

伊藤会員：赤穂さん写真ありがとうご

　　　　ざいます。

中村会員：ニコニコ

本人誕生日：西尾会長

配偶者誕生日：清川会員、松橋会員、出貝会員

結婚記念日：黒田会員、田守会員

《職業奉仕委員会》伊藤委員長

　先程幹事からもお話がありました

が、延期していたよろず相談を 5 月

21 日に行うことになりました。皆様

には改めてお願いの案内をいたします

のでよろしくお願いします。今朝の新

聞でも、青森県は来週の 11 日から行

動制限緩和ということで、少しずつ動

き始めているのかなと思いますが、いろんな対策を

しっかりとりながら、無理のない範囲でのよろず相

談にしたいと思っていますので、ご協力をお願い致

します。もう一点、5 月には職場訪問例会として山

形さんの地ビール工場へお邪魔したいと何度もお話

していましたが、コロナの状況で色々な予定が変更

になり今年度の実施は出来なくなりました。出来れ

ば次年度に改めて計画していただければと思ってい

ます。

《ＰＥＴＳ報告》清川会長エレクト

　皆さんこんにちは、3月 19 日、

20 日にＰＥＴＳを受けてきまし

た。前にお話した通りＲＩのテー

マは「イマジンロータリー」で、

地区のスローガンは「ロータリー

の思いを繋ぐ」だそうです。だ

んだんと自分の年度が近づいてくるのを緊張しなが

ら迎えている毎日ですが、皆さんの協力を基に頑張

りたいと思います。こちらが次年度のネクタイです。

いつもだとロータリーマークが入っているのですけ

れども、今回はイマジンマークですので、普段から

付けて行っても大丈夫だと思いますので、よろしけ

れば皆さん購入をご検討をしていただければと思い

ます。

《コミュニケーション委員会》吉田立盛委員長（リモート）

　しばらく例会に参加できてい

ません。今日は担当例会だった

ので是が非でも出席してお話し

たいと思っていたのですが、濃

厚接触者になってしまい行くこ

とが出来ません。4 月 1 日に採

用した職員が陽性になってしまいました。前職の久

慈市の保育園でクラスターが起きたみたいで、うち

の施設に入社したとたんに陽性が判明しました。4

月 1 日に入社時のガイダンスを 1 時間ほど行ってい

ましたので、濃厚接触者に認定されてしまい自宅待

出貝会員

《結婚記念日》

黒田会員　　　　　　田守会員

《幹事報告》慶徳幹事

◦理事会報告

〇4 月の例会の変更について、4 月 14

日のお花見例会と 4 月 21 日の創立記

念例会を入れ変えします。創立記念例

会には築舘ガバナーノミニーと岩岡ガ

バナー補佐がいらっしゃる予定になっ

ています。当日は黒田会員に卓話をお

願いしています。お花見例会はお花見弁当を用意い

たしますが、当日こちらの会場で会食していただく

という形をとることにしました。

〇5 月の例会プログラムについて、5 月 5 日（木）祝

日につき休会、5 月 12 日（木）コミュニケーション

委員会担当例会として、大澤会員の卓話、5 月 19 日

（木）は5月21日（土）に変更してよろず相談報告例会、

よろず相談終了後 17 時頃から相談員報告の後弁当持

ち帰りとなります。5 月 26 日（土）次年度会長担当

例会です。

〇緑の羽根募金のお願いがきており、例年通りニコ

ニコから 3,000 円寄付することにしました。

〇蕪島清掃は 5 月 1 日前後を予定しております、イ

ンターアクトの参加は無しで会員のみとなります。

日時等決まりましたらお知らせします。

◦地区事務所より地区研修・協議会の案内が来ていま

す。5 月 14 日（土）、出席義務者には後程ご案内い

たしますのでよろしくお願い致します。

◦今月のロータリーレートは 1ドル 122 円です。

◦米山梅吉記念館より館報が届いています。

◦サイクルアイが届いています。

◦八戸西ＲＣより例会場変更のお知らせが届いていま

す。今月より例会場は八戸プラザホテルとなります。

例会日、時間は変更ありません。

◦むつＲＣとむつ中央ＲＣの住所変更のお知らせが届

いています。

◦例会変更のお知らせ、八戸ＲＣ4 月 27 日（水）時

間場所変更、八戸東ＲＣ4月 8日（金）時間場所変更、

4 月 22 日（金）時間場所変更、4 月 29 日（金）祝日

につき休会、八戸中央ＲＣ4月 4日（月）4月 11 日（月）

コロナ感染予防のため休会、4 月 26 日（月）は例会

変更して 27 日（火）に八戸北ＲＣと合同例会。いず

れのクラブもメーキャップは通常通り受け付けてい

ます。



中ですのでオンラインで参加させてください。ＰＣＲ

検査の結果が明日出るというので、ちょっとドキド

キしています。しばらく僕には近づかない方が良い

と思います。

　今日はコミュニケーション委員会担当例会という

ことで、何を話そうかと思っていたのですが、毎回

マイロータリーの登録についてのお話などをしてい

ましたが、今日は私のやっているＶＲの会社の事と

か、ＩＴ関係の会社ですのでスマホの便利な使い方を

皆さんにお話しできればと思っています。

　私の会社はウイン

チ合同会社といいま

す。な ん の 事 業 を

やっているかといい

ますと、ＶＲ事業と

グーグルストリート

ビュー事業の二つの

事業をやっています。ＶＲというのは最近ニュースな

どでもＶＲという言葉が良く出ているのでわかる方

はわかると思いますが、なじみのない方にもいらっ

しゃると思いますのでＶＲとは何かという事をお話

しいたします。

　ＶＲと は 一 体 何

か、今皆さんにお見

せしている資料は、

先日青森県宅建協会

からＶＲの話をして

ほしいと言われて

作った資料でそのま

まお話していますが、ＶＲ＝バーチャルリアリ

ティー、バーチャル

リアリティーとは見

かけや形は現物その

ものではないが、本

質的、あるいは効果

として現実であり、

現物である事。とよ

く分からない説明が書かれてありますが、要は本物

なんだけど本物じゃない、この画像のようなことで

す。VR ゴーグルをつ

けると、目の前に本

来ないものが現れた

り、自宅にいるのに

遠く離れたところに

ワープして感動した

り、そういうことが

出来るのが VR だと考えています。地上 200m の所で

綱渡りをする体験をしてみたり、現実では中々出来

ないことをバーチャルで体験する、業界でよく言わ

れる VR のキーワードは、没入感と存在感、いわゆる

そこに居る、目の前

にあるというような

感覚を得られる、体

験を得られる、こう

いうのが VR で、見

たりするのではなく

体験をする、VR で良

いコンテンツとしてよく言われるのが、体験をした

ことで生理的反応が起きる、そういうのが良い VR だ

と言われています。例えば、それを見たことでドキ

ドキして心臓が早く鼓動するとか、冷や汗をかく、

驚いて体が動いてしまう、そういう生理的反応が起

きる VR コンテンツは非常に素晴らしい、なんでかと

いうと没入感と存在感が非常に高い VR コンテンツの

一つの要素だと考えています。

　最近流行りだして

きている VR という

のが、どういう流れ

で来ているかという

のを Facebook の創

始者のマーク・ザッ

カーバーグが CS と

いう IT 関係の世界的に大きなイベントの基調講演で

話をしたのが、昔は情報の伝達手段というのは文字

が中心で、文字から画像、写真とかカメラが開発さ

れ画像が入り情報量が増えて、最近は YouTube とか

テレビもそうですが動画が主体になっています。そ

の先に待っているのが VR の体験で、そういう時代に

今シフトし始めているのではないかというのがマー

ク・ザッカーバーグの考え方で、今後はもっと身近

に体験をしていく時代が来るのだろうなと考えてい

ます。例えばテレビや新聞を見ていて旅行番組とか

をみて、その動画で沖縄とか楽しそうだなと思って

も、実際に行った体験は出来ないですが、VR の場合

は実際に行ったような仮想の体験が出来ます。こう

いうのが今後増えてくると考えています。

　最近は VR という言葉よりも、XR という言葉が増

えてきていて、VR( 仮想現実 )、AR( 拡張現実 )、MR( 複

合現実 ) という 3 つの次世代の体験を総称して XR と

言われています。ですから VR や AR や MR の事を XR

コンテンツと言って、この XR 技術が最近は非常に進

歩してきています。

　当社ではこの中の

XR 技術の VR の所だ

けを今は提供してい

ますが、この AR 技

術というのはかなり

身近になってきてい

るので、今後皆さん

も体験するようになるのではと思います。VR は皆さ

ん見たことがある方もいると思いますが、実は AR も

皆さんのスマホの中に入っていて、グーグルマップ

に AR を開始というボタンがあり、グーグルマップ上

でナビする時に AR で、実際の道路に矢印が重合わさ

れ、この様に現実の風景に矢印が表示されるような

AR 技術が使われています。例えばイケアとかニトリ

さんとかで売っている家具の大きさをスケールとか

巻き尺を持って行っ

て実際に測ったりと

かしていましたが、

この AR アプリを使

うと合わせるのは少

し難しいですが、実

際に家具を置けるの



らった方が、習熟度が高まるということで、VR が教

育分野や研修教育にすごく相性が良いと言われてい

ます。

　アメリカ最大の小

売りウォルマートで

は、従業員向けの VR

トレーニングを導入

していて 17,000 台

ほどの VR ゴーグル

を各店舗 2 台配備し

て、従業員に使って

います。国内でも居

酒屋の塚田農場さん

とかセコムさんなど

が、社内の研修に VR

技術を導入してい

て、特にセコムさん

は実際に会社に泥棒

が忍び込んできた場

面、VR でなければ再

現できないような緊

迫感を体験でき、現

実に起きにくいことを体験する、非日常を体験する

には VR はとても相性の良い教材だと思います。

　建設現場の高所作

業でどうなるか、落

下したら死んでしま

いますけれど VR な

ら「やばい、落ちた」

というような怖い体

験ができ、VR で体

験することによって「怖い」ということが記憶に刻

まれるそうで、積木製作所さんでは「安全体感 VR」

というトレーニングを導入しており、導入する会社

が増えてきています。

　VR というのはこの

ような感じの技術で

す が、で は 弊 社 で

やっているのはどん

な VR かというと、

これはうちの会社の

ホームページ画面で

すが、弊社では実写系 VR と言って、バーチャルモデ

ルハウスのようなものを作っていて、例えばリビン

グダイニングに入ると 360 度家の中が見渡せるよう

な V R を使っていて、写真で見るよりは実際に近い

景色をお客様が見られるし、コロナ過であちこち移

動したくないという方に、バーチャルショールーム

のような形で見ていただくことをやっています。

　皆さんにスマホの使い方などもお話したかったの

ですが、時間が来てしまいました。便利なスマホの

使い方は又の機会にお話したいと思います。

かとか、壁紙との色合いはどうなのかとかを仮想で

体験できます。このようなアプリはだれでも使えま

すから普及してきています。

　MR は少し面倒なの

で動画で見てもらい

たいと思います ( 動

画 ) これはトヨタが

使っている MR とい

う技術です。MR ゴー

グルをつけて車の整

備をしています。このように MR を使って車の故障診

断とか整備点検の作業に活用すれば、今迄熟練の人

しか分からなかった修理とかの手順も MR ゴーグルを

つけることで、入社間もない人も熟練の人と同じよ

うな作業ができるようになったりするとかが、この

MR ゴーグルを使うことによってできるようになって

いるということです。

　VR とか XR ですが、

どれくらい社会的に

認知されてきたかと

いうと、アメリカの

有名なニュース雑誌

である TIME の表紙

に 2018 年に取り上

げられていることから、大分普及してきていると考

えるのが良いのかなと思っています。VR 市場は右肩

上がりにどんどん成長してきていて、ビジネスの分

野でもかなり大きな市場規模になってきており、今

後もどんどん拡大していく分野と言われています。

ただ、今の VR はまだ成長途中と言われていて、携帯

電話に例えると肩か

ら掛ける大きな電話

がありましたが VR

はこの大きな肩掛け

の電話からコードレ

ス電話的な大きさの

電話になったような

段階で、スマホほど洗練されていないというか、ま

だまだ開発の初期段階と言われています。私が 60 歳

とか 70 歳になるころには、普通にコンタクトレンズ

のような小さなディバイスに情報が映しだされて、

誰もが普通に VR を体験しながら生きている時代にな

るのかなと考えています。

　VR がビジネスの分野で何に一番使われているかと

いうと、従業員のトレーニング使われています。教

育向けの研修分野とかに使われていて、最近では学

校の授業とか、子どもたちへの教育の部分でも VR が

使われていて、弊社でも昨年から久保田会員の会社

と一緒になって、弘前大学の付属特別支援学校さん

へ VR 映像を提供して授業に使っていただいていま

す。トレーニングと VR は凄く相性が良くて、画面だ

け見て勉強したり、黒板だけ見て勉強したりするよ

りは、VR ゴーグルをつけて子供たちに体験をしても
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