
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

 

          

第 1278 回 ( 10 月 1 日) 例会の記録 

点  鐘  菊田邦彦会長 

合  唱  国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  江原会員 稲見会員 

 

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 > 

会員数 出席者数 出席率 

21名 19名 95.00 ％ 

 

 

菊田邦彦 会長 

本日は、雨の中ご出席

いただきありがとうござ

います。 

皆様は、“はじめて何

かをしたとき”は、一

体どんな気持ちで臨

んでいらっしゃるでし

ょうか。 

私は、このような席で

話をするのがあまり得

意ではなく、今回も会長をお引き受けしたら、あれ

もしなければ、これもしなければならないというプレ

ッシャーで、どうも思い通りに事が進みません。自

分では、いままで「失敗した…」「うまくいかなかった

…」の連続だったような気がします。 

前回の「会長の時間」にお話ししましたが、従妹が

同じ齢でしたので、高校時代にそれぞれの友達男

女でサークルみたいなものを作って、食事をしたり

旅行に行ったり、ワイワイガヤガヤと楽しく遊んでい

ました。高校卒業後、そのサークルの女子は全員

が三菱銀行に入社しました。銀行は当時の就職先

では花形でしたし、皆揃って三菱銀行だったので

驚きです。私の従妹は三菱銀行の野方支店に勤

務が決まりました。そして、お決まりの依頼。従妹か

ら口座を作ってほしいと頼まれ、私は生まれて初め

て預金通帳を作ることに。。。勿論、今まで銀行の

窓口など行ったことなどなかったので、銀行の入口

でモジモジ。いざ入店しても、どうしていいのかわか

らずオロオロ。文字を書く手も震えて、とにかく従妹

が早く声をかけてくれないかとドキドキでした。 

一方、窓口で対応していた従妹は、テキパキと仕

事をこなし、今まで見たことものない「仕事の顔」を

していました。なぜか取り残されたような気持になり

ました。でも、受け取った自分の名前が入りの通帳

をまじまじと見て、自分も少し大人になったような気

持ちになったのを覚えています。 

皆様にも、はじめてエピソードがありましたら、是非

伺いたいと思います。 

 

 

 

米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ 

10月分の奨学金 100,000円をお渡ししました 

マイさんよりひとこと 
私は9月に2回のコロナワクチン
接種が終わりました。2回とも副
反応はありませんでした。 
今週から大学の後期の授業が
始まりました。ほとんどの単位を
取ったので、週 2回だけの授業
です。 
卒業するまでに、社会人として必要なスキルを身に着
けたいと思います。就職活動も力を入れて企業研究も
しています。 
緊急事態宣言が解除されたので、10月 25日からイン
ターシップに行く予定です。就職はホテルを希望し
ているのですが、今年はホテルの新卒採用がなく、
先生から他業種企業を勧められましたが、やはりホ
テルに就職したいと思います。 
10月の上旬から、さいたま欅 RC、所沢 RC、所沢東
RCで米山記念奨学生の卓話をする予定です。 

 

会長の時間 

ＲＩ会長    シェカール・メータ 

        ＲＩテーマ 『奉仕しよう 

             みんなの人生を豊かにするために』 
地区ガバナー 水村雅啓 

      地区テーマ 『もっと夢を もっと奉仕を』 

 

. 
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国際ロータリー 

第２５７０地区 

2021～2022 年度 

週 報 

〔例会場〕ニックス 〒350-1305 狭山市入間川 4-25-3 TEL 04-2954-9595 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          HP： https://www.schuohrc.org E-mail： schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

 会長 菊田邦彦  会長ｴﾚｸﾄ 渡邉髙治  副会長 寳積英彦   幹事 小林奈保絵 

 

 

 

米山記念奨学生へ奨学金の授与 



 

 

 < 小林奈保絵 幹事 > 

報  告 

・2020-21年度の決算完了の報告（理事会承認済） 

受贈会報 

・入間南 RC 所沢中央 RC 

回  覧 

・ハイライトよねやま 

・飯能 RC 入間南 RC 所沢中央 RC所沢 RCより 

「例会変更のお知らせ」  

 

 

 

 

・親睦活動委員会      < 佐々谷悦子 委員長 > 

  

 11月 13日(土)～14日(日)親睦旅行について 

  

  

 

 

 
 

 10月記念日のお祝い 

 会員誕生 ········高田君  菊田君 

 夫人誕生 ········宮岡君 

 結婚記念 ········若松君  清水(幸)君  

                   菊田君 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

私共の会社「平和フィールド㈱」では、最近はドローン

を使った測量をしております。本日は技術職の 3名、

真野、小野、鈴木より皆様にその一部をご紹介させて

いただきます。 

 ドローンを用いた測量  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ドローンとは------------------------------ 

無人航空機のこと  一般的には 200ｇ以上 

それ以下はトイドローン（ラジコン） 

■測量に用いる機体------------------------ 

機体名 重量 
(ﾊﾞｯﾃﾘｰ含) 

積載量 
飛行 

時間 
(積載なし) 

飛行 

時間 
(積載あり) 

価格 

Matrice600Pro 10ｋｇ 5.5ｋｇ 38 分 18 分 200万円 

レーザ装置     3000 万円 

Matrice300RTK 6.3ｋｇ 2.7ｋｇ 55 分 25 分 180万円 

測量用カメラ     120万円 

PHANTOM4RTK 1.4ｋｇ  30 分  100万円 

Mavic2Pro 0.9ｋｇ  31 分  25 万円 

■ドローンは便利 -------------------------- 

農薬散布ドローン        苗木運搬ドローン 

延線・架線・索道用ドローン  構造物点検 

屋根・建物の点検業務     水中ドローン 

宅配 

■ドローンの操縦画面----------------------- 

 
■動画（垂直 斜め４Ｋ）--------------------- 

 

委員会報告 

幹事報告 

会員卓話 

会員の皆様、奮ってご参加くださいますよう

お願いいたします。 

 

米山記念奨学生のグエンフォンマイさんも 

10月生れです。 

 

 

鈴木様 

稲見 淳 会員 
平和フィールド㈱会長 

真野様 小野様 

但し、本日の理事会で最終決定 

中止の場合は追って周知予定 

 

お誕生日 

おめでとうございます！ 

 



■自動飛行--------------------------------- 

 
■現在主流 三次元測量-------------------- 

写真測量（従来手法）： 

複数の連続撮影写真を使用し三次元データを作

成する 

 
レーザ測量（最新技術）： 

レーザ光線で直接物体までの距離を測る 

 

レーザは地面の高さも測れる 

 

ドローンの軌跡と点群データ 

 
地上レーザスキャナ 

地上からレーザスキャンを行う 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■景観撮影--------------------------------- 

超高解像度カメラを使用 

Sonyα7R 6100万画素 

  
 ～精密かつきれいな 

         映像を提供～ 

 

 最後に----------------------------------- 

  会場内でドローン飛行を披露して頂きました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は驚きの連続！ 
測量の最新技術を
存分に見せていただ
きました。 
生憎の台風にも拘わ
らず、何台もの貴重
なドローンをお持ち
いただき、惜しげもな
く触らせてもいただき
ました。とても楽しい
時間でした。 

稲見会員、そして真野様、小野様、鈴木様、本日はお忙しい中貴重なお話しをしていただきありがとうございました！ 



 

 

 

 

菊田君  会員卓話稲見さん、宜しくお願いしま

す。又、誕生祝・結婚祝ありがとうご

ざいます。奥さんと一緒になって 50年

以上になりましたが、これからも健康

に気をつけて毎日をすごしたいと思い

ます。 

小林君  大型の台風が近づいて、いつもの秋よ

りも激しい秋となるのでしょうか。い

ろいろ器機が並んでいて、卓話に期待

が高まります。 

江原君  御無沙汰しております。久ぶりの例会

出席日に稲見パスト会長の卓話の予定

が入っておりました。とても嬉しく楽

しみにしております。宜しくお願い致

します。私事ですが、今後も暫く御迷

惑をおかけすると思いますが、お許し

下さい。宜しくお願い致します。 

江原君  妻の誕生祝ありがとうございます。い

つも通り明るく楽しく日々を過ごして

いる様です。私も感謝しております。 

浜野君  稲見パスト会長、本日の卓話楽しみに

していました。ドローンを初めて近く

で見ました。すごいですネ。うれしい

です。宜しくお願い致します。 

寳積君  私たちをかこむ社会環境が少しずつ改

善してきています。継続を期待します。

本日は稲見パスト会長、卓話楽しみに

しております。 

稲見君  今日、卓話の時間をいただきました。

会社の業務の一部を紹介させていただ

きます。よろしくお願いします。 

稲見君  誕生日祝ありがとうございます。結婚

祝、かさねてありがとうございます。 

小島君  稲見パスト会長、会員卓話楽しみにし

ておりました。ドローン初めて目近で

みました。ありがとうございます。 

宮岡君  女房の誕生祝有がとうございます。相

変わらず元気で御指導をいただいてお

ります。 

柴田君  稲見会員の会員卓話、楽しみにしてお

りました。すばらしい機械を用意され

ありがとうございます。卓話宜しくお

願い致します。 

清水(武)君稲見さん、ドローンのお話しありがと

うございます。最新の技術は素晴らし

いものですね。 

清水(幸)君結婚記念日のお祝いありがとうござい

ます。 

田端君  皆様 1 ヶ月振りのＲＣ開催嬉しいです。

本日稲見パスト会長の卓話楽しみにし

ておりました。凄いドローン活用で仕

事に取り組んでいる。現代的で素晴ら

しく感じております。 

高田君  誕生日のお祝いありがとうございまし

た。自分のトシ（年齢）はよくわかり

ませんが、パスト会長の清水幸彦さん

と同い年です。 

渡邉君  稲見パスト会長、卓話を楽しみにして

おりました。どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 11月、12月のプログラムについて 

承認 

 11月 13～14日 親睦旅行について 

決行 

 12月 17日夜間例会について 

アトラクションは会長・幹事・親睦で検討し

て次回理事会で提案する 

 ガバナー公式訪問について 

今年中希望により、訪問日は 11月 19日下記

のとおり決定 

通常例会方式を持って公式訪問とする 

3年未満の新入会員との懇談会（有） 

（例会前 30分間） 

ガバナー卓話（有） 

クラブ協議会（無） 

集合写真撮影（有） 

 2022年 1月 7日新春寄席について 

前回同様「春風亭一蔵様」に依頼 

 

 

 

 

◆ 次の例会 ◆ 

 
   10月 15日（金）  

   例会取り止め 

 

10月 22日（金） 

 第 2 副 SAA：守屋会員 沼﨑会員 

 外来卓話：井島美由紀様 

 

10月 29日（金）  

 例会取り止め 

 
 

定例理事会（例会終了後） 


