２０２１年 （ 令 和 ３ 年 ） １ ２月 ２ 日 ( 木 ) 晴 れ 第 ２ ７１ ６ 回 （ 当 年 度 第 １ ２回 ）例会

点 鐘
会長 長瀬 晴義君
司 会
ＳＡＡ 堀尾 庄一君
国歌斉唱
「君が代」
ロータリーソング斉唱
「奉仕の理想」
四つのテスト唱和
田﨑 健一郎君
－ 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

会長挨拶

ゲスト及びビジター紹介

岩倉ロータリークラブ
会長 深見 早惠様

米山奨学生
タンヤピシット シタン君
ようこそ江南ロータリークラブへ！
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会長 長瀬 晴義君
先ほど、ゲスト及びビジター紹介にて紹介させていた
だきましたように、本日は岩倉ＲＣより深見会長が例会
に来訪されております。ようこそお越しくださいました。
高い席からではございますがお礼申し上げます。ありが
とうございます。先回、第１１回の例会を仕事の都合に
より欠席しましたこと深くお詫び申し上げます。
さて、１２月（師走）に入り今年も残すところ 1 ヶ月を切
り、年内は９日の例会（年次総会）、１８日の年忘れ家族
会の２回となりました。
１２月のロータリーの特別行事は「疾病予防と治療月間」
となっております。まだまだ続く新型コロナウイルスの感
染者数は減ってきておりますが、第６波が来ないことを
祈るばかりです。
この時期になると各地で昼過ぎから夕方に掛け「雪
起こし」の雷の発生率が多くなり、雷鳴（らいめい）が響
くのを号令に雪が降るようになります。酷い落雷の場合
には停電なども引き起こします。夏の夕立の雷、この時
期の雪起こしの雷による落雷による停電の原因の一つ
に電柱、鉄塔でのカラスの営巣（えいそう）が停電を引き
起こしているそうです。
最近街中でもカラスの大群を見かけることが多くなりま
した。カラスは、毎年春先から初夏にかけて、電柱の上
に巣を作ることがあり、カラスは木の枝を使って巣を作

りますが、電気を通しやすい針金ハンガーを使うことも
あり、カラスの巣が電線に触れると、停電の原因になる
こともあります。また、この針金ハンガーに雷が落ち停
電する場合もあります。
鳥類学者、三上修さんの『電柱鳥類学』では、電柱での
カラスの営巣は１９８０年代から増え始め、カラスたちが
目を付けた電柱は全国に３６００万本程あり、電力会社
は各地で巣の撤去に追われることになったそうです。
違った事例では一昨年、福井県坂井市では、何と特別
天然記念物のコウノトリが電柱に営巣しましたが、北陸
電力は巣を撤去せず、その電柱を迂回する配線経路を
整えて子育てを住民と共に見守り、４羽のひなは無事に
巣立っていき、また、徳島県鳴門市では、同一ペアのコ
ウノトリが４年連続で、同じ電柱の上に巣を作ったのが
確認されています。
今後、無電柱化が進めば、また別の適地を見つけ環
境の変化に適応し営巣を繰り返すであろう。
私たちもこのコロナ渦での環境の変化にいかに適応す
るか。恐竜の末裔（まつえい）たちに学ぶことは多いよう
です。
本日もよろしくお願いいたします。

米山奨学金授与

米山奨学生
タンヤピシット シタン君

先日の歓迎会のお礼、
ご挨拶をいただきました

岩倉ロータリークラブ 会長挨拶
幹事報告

-別紙-

出席報告

岩倉ロータリークラブ
会長 深見 早惠様
ロータリー財団表彰

マルチプル・ポール・ハリスフェロー
【＋１】 長瀬 晴義君
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幹事

永田 広光君

委員

佐藤 弘夫君

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

４７名

３７名

１０名

８８．０１％

ニコボックス
委員 佐藤 弘夫君
○訪問が遅くなり大変申し訳ありません。
本日はよろしくお願いいたします。
岩倉ロータリークラブ 会長 深見 早惠様
○本日の卓話は早川一三君の担当で「DX 時代の印刷
業」というテーマでお話ししていただきます。
とても興味深い内容ですので楽しみです。
岩倉ロータリークラブ会長 深見早惠様、ようこそ
江南ロータリークラブへ。
長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗
各君
○JC のカーニバルで優勝したよろこび。
森 弘好君
○杉浦さん、先日はありがとうございました。
山田 猛君
○ロータリーの友１２月号（今月号）「私の一冊」
「歴史のかげに美食あり」掲載（P.６８）に感謝して。
木本 寛君
○本日の卓話、よろしくお願いいたします。
早川 一三君
○早川一三君、卓話楽しみにしています。
よろしくお願い致します。
伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、尾関 憲市、松岡 一成、
古田 嘉且、冨永 典夫、杉浦 賢二、沢田 昌久、
岩田 静夫、波多野 智章、中村 耕司、岩田 進市
各君

卓 話
「DX 時代の印刷業」

デジタルの５要素は
１． 例えば昔はソロバンで計算していたが、現在はエ
クセルで数字を打ち込むことによって計算してく
れるようにＰＣを使っての処理が速い
２． 精度が上がった天気予報のように大量データベ
ースの蓄積及び素早い検索
３． 多くの人々がネットワークを利用することによって
繋（つな）がること
４． 家電などがインターネットで繋（つな）がり外部か
らも操作できる技術ＩＯＴ (Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ)
５． ＰＣを従来のように頼らなくても仮想現実、人工現
実感などのバーチャルとネットワークを経由して
クラウド（雲）の中にあるソフトウェアやデータを利
用すること。

卓話担当者 早川 一三君
みなさまこんにちは。今日は皆様に少しでもお役に立
てれば幸いと思いまして発表させていただきます。
本来でしたら昨年卓話をさせていただく予定でしたが、
コロナの影響で中止となり、今年に持ち越しとなりました。
昨年でしたら「新時代のデジタル印刷」というタイトルで
草案を決めておりましたが、この一年コロナに因って印
刷業界は激変をいたしました。何が変わったかと言うと、
主な要因はペイペイなど電子決済が進み、お札を使わ
なくなったようにデジタル化がかなり進み、ペーパーレス
化もかなり進んだ結果印刷物は激小しました。コロナの
影響で一部増加した印刷物もありますが、それも一時
的なものでコロナが治まれば、元の鞘に収まると思いま
す。と言うことで、流石に「新時代のデジタル印刷」は今
お話することではないと思い「ＤＸ時代の印刷業界」と言
うタイトルで発表させていただくこととなりました。
そもそも、弊社の様な小さな印刷屋は困りごと相談所
のようなものでした。私が小さいとき、「良ちゃんおる
か？」とお客様が頻繁にお見えになりました。その都度、
「ただいま参ります」と菜っ葉服姿の前掛けをした良ちゃ
んこと父親がうなぎの寝床のような工場の奥から店先
へ走って行ったことを覚えております。
「町内の総会の案内状を出すことになったが、文章がわ
からないので教えてくれ！」というような方がおみえにな
ると父親はその都度地味ですが黒子のように丁寧な対
応をしておりました。現在は、ＰＣなどの発達でそのよう
なお客様はかなり少なくなられましたが、基本的にはそ
の精神は変わっておりませんので、印刷屋が現在どの
ようにして皆様のお役に立てるのかお話をしたいと思い
ます。
先程申し上げたように今回はＤＸ時代の印刷業界と
いうことで先日ためになった講演会を参考に発表させて
頂きます。そもそもＤＸとはどんな意味でしょか？青虫が
蝶々に形が変わるようなことがトランスフォーメーション
の意味で「企業がデジタル技術を活用し、自社のビジネ
スモデル、組織、企業文化などを変革することによって
持続的な成長を実現する」がＤＸの定義ですが、ＡＩや５
Ｇなどの言葉は飛び交いますが、実際のところＤＸを実
践しているのはまだまだ少ないのではないでしょうか？

以上の要素を組み合わせることでＤＸは成り立ちます。
実際はどのようなことかと言うとアナログは入力、処理、
成果という順番で一つ一つの事案を処理することしかで
きませんでしたが、先程申したデジタルの５要素を駆使
すれば、たくさんの事柄について同時に成果をあげるこ
とができます。
自動車業界、音楽業界もＤＸ化をどんどんと推し進めて
いきます。車というものは、ガソリンや軽油などでエンジ
ンを動かすことによって物体を動かすことができるアナ
ログ的なものをいかにして変革させるかと言うのが自動
車産業の基本的な考えですが、ＤＸを活用するとすると
自動運転だと思います。自分のことで恐縮ですが、今は
あまり拝見しませんが、一宮市の旧産業体育館付近で
自動運転実験中のエスティマに出くわしましたので、良
く煽ってやりました（笑）。
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また、価格競争をするのではなく、いかに付加価値を
付けた方が儲かることが分かったので、いかにして差別
化を図るかが大事なってきました。またメーカー間の戦
いはもちろんのことグーグル・アップル等との他業者と
の戦いも視野に置くことになりましたが、その結果新し
い産業も生まれる可能性が出てきたと思います。
音楽業界はよくわかりませんが昔、場末のスナックで演
歌歌手さんよりＣＤを買って握手をしていただきましたが、
もう握手はしていただけないかもしれません。
というのは、ＣＤを「買う・売る」という方法からサブスク
のように「利用料を払う・頂く」という方法の方が儲かる・
便利というよう代わりました。

ところで印刷業界はどうでしょうか？
通販印刷会社Ａの社長さんは印刷業界の人ではありせ
んが、日本中の印刷屋と手を結んで、稼働していない
印刷機械で印刷をさせるシステムを構築しました。本来
なら動いていない印刷機械を動かすのですから、当然
印刷代は安くすることができます。
これと同じように、一社だけでいろいろとやっていくこと
は難しいので、会社同士が連携して、通販印刷会社Ａ
のモデルにデジタル５要素を活用するスマートファクトリ
ーを生産の場を用いて成長していこうする印刷会社は
多くなっていくと思います。
実を言うと弊社、株式会社早川印刷所も昨年の今頃で
すが、社長が変わっております。事業承継をしたのです
が、その理由はいろいろとありますが、先程申しあげた
とおりこれからの印刷屋は一社だけではいろいろとやっ
ていくことは難しい、弊社が更なる持続的成長を維持し
ていくには、それもやむを得ないと判断したのも一つで
あります。
ところで世界の印刷業界を見てみますとデジタルとアナ
ログを融合させたもの。大ロットはやらない、あえて小ロ
ットの特化したものしかやらない。作家自身で、書店を
デジタル上に開設し、注文に応じて印刷、製本、発送ま
で行い、自分自身で著作権も管理する。ＳＮＳからの出
版で様々な地域、団体、個人のＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａ
ｍから自動にコンピューターが抽出しそして自動にレイ
アウトして冊子を作る。地域イベントのＦａｃｅｂｏｏｋから
本を自動的に創り届ける。それも短時間で。
Ｆａｃｅｂｏｏｋユーザーのためのフォトブックサービスもあ
ります。認知機能が上がるとか今までの自分を振り返り
未来に活かすためのポートフェリオ作成にも印刷技術
や印刷物が役に役に立つのではないかといわれており
ます。自分が絵本の主役となって絵本の世界に入れる
ものもあります。「自分が主人公になれる絵本」を通して、
子供たちへワクワクした特別な体験を届けるようです。
以上現在の印刷業界を見てみますと、今までには考え
られない事をやっていると思うとともに、フォトブックにし
ても絵本にしても紙だなと思いました。
紙と言うことで、メアリアン・ウルフさんという認知神経
科学、発達心理学の先生が書かれた「デジタルで読む
脳・紙で読む脳」の本の中で、ある短編小説を読ませて
それについての質問に答えるように指示した。学生の
半分はｋｉｎｄｌｅで読み、半分は紙の本で読んだ。すると
紙の本で読んだほうが、画面で読んだ人たちよりも、小
説の筋を時系列順に正しく再現できたと書いてみえます。
また、群馬大学 情報学部 柴田教授も「紙で読む良さ」
をメアリアン・ウルフさんと同じように提唱してみえます。
文章は「目でみる」だけのことではなく「手で読む」ともお
っしゃってみえます。手での扱いやすさは、紙は他のな
によりも抜群の威力を発揮するとおっしゃってみえます。
鼻をかむ、お尻を拭く以外にも文章を読む時も紙は抜
群であると認識しました。
ロータリークラブの「ウィークリーレポート」「ロータリーの
友」など多くの出版物等は、さすが「目」だけではなく「手」
でも読み易いものであると再認識しました。
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最後にこれからの印刷屋は、今まで通り皆様にお役
に立つという立ち位置は変わらないと思います。地味で
しかるべきだと思いますし、あくまでもお客様の黒子で
あり続けられることが大事であると思います。
がしかしながらお客様の言うことだけを聞いているので
はなく自分たちからもチャレンジしていくことが、真の黒
子でありお客様のためになると思います。
ベストセラー「チーズはどこに消えた」でのヒントを考え
ることが必要であると思います。
１．変化は起きる（チーズはつねにもっていかれ、消える）
２．変化を予期せよ（チーズが消えることに備えよ）
３．変化を探知せよ（つねにチーズの匂いをかいでいれ
ば、古くなったのに気がつく）
４．変化にすばやく適応せよ（古いチーズを早くあきらめ
れば、それだけ早く新しいチーズを楽しむことができ
る）
５．変化を楽しもう！（冒険を十分に味わい、新しいチー
ズの味を楽しもう！）
６．進んですばやく変わり再びそれを楽しもう（チーズは
つねにもっていかれる）

昔、「電通鬼十則」がありましたが、まつりさん事件でこ
れもなくなり先程の６項目が今後の時代に必要でしょう
か？
「一時的なことだ。また元のように戻れる」という甘い考
えや「価格競争」等で無駄な時間を費やすよりも「変化
にすばやく適応する」という考え方つまり本の中では人
間とねずみが登場してそれぞれの考え方がありました
ように、異業種はこの場合どうするのか等考えて「変化
を楽しむ」デジタル５要素を活用したスマートファクトリー
の構築を目指していくことが今の印刷屋で大切でこれ
からのお客様のご要望にお応えできるのかもしれませ
ん。と講演会では結んでおりました。
ポストコロナ時代、印刷屋及び印刷業界は今まで通
り皆様のお役に立てれるよう新たな希望へ進んで行くと
思いますのでこれからも宜しくお願いします。また本日、
稚拙なお話にお付き合いいただきありがとうございまし
た。本日のお話が少しでもお役に立てたら幸いです。
ありがとうございました。

点 鐘

会長 長瀬 晴義君

本日の食事

歴代地区幹事会
１１月１８日に日本料理 鶴舞館にて歴代幹事会が開催
され、伊藤鶴𠮷君、南村朋幸君が参加されました。

写真等がございましたら広報までお知らせください
（担当 濱島 聡一朗）
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