
◎ロータリーソング ～我らの生業～   

◎ 幹事報告　【近藤幹事】
本日は先週に引き続きクラブ協議会を行います。
先週の理事役員会で決まりましたこと各委員会の皆様よろしくお願いします。例会
の欠席報告は水曜日までに必ずお願いします。

◎ 会長挨拶　【三富会長】
本日、九州の水災に関して大谷ガバナーより義援金の依頼が来ておりますので、皆
様出来ましたら一人 1,000 円以上の寄付をお願いします。

今日は AI についてお話します。10 年後、AI 時代に食べていける人になることが重
要だと言われています。仕事の 65％は今存在しないものになり 165％が今は存在し
ない仕事になると予想もあります。ある米国の教授は言っています。「2011 年度に
アメリカの小学校に入学した子供たちの 65％は、大学卒業時に今は存在していない
職業に就くだろう」 （ニューヨーク市立大学教授　キャシー・デビッドソン氏）今の
仕事の 6割以上が変わるとは、大変なことのように思われます。でも今から 10 年前
を考えてみると、ちょうど iPhone が発売された 2007 年。当時、多くの人は携帯電
話が今のような形になるとは想像できませんでした。今の子どもの社会科の問題集
には、かまどや洗濯板と一緒に、黒電話も “昔の道具” として掲載されています。公
衆電話を知らない子供も大勢います。いずれ、スマートフォンも洗濯板と一緒に並
び「この道具はなんでしょう？」などと書かれる時代になるかもしれあせん。そう
考えると、遠くない未来に 65％の新社会人が、今は存在しない仕事に就くと予想さ
れています。こうした “仕事が変わる理由” の一つが、AI（人工知能）による技術の
進歩やオートメーション化です。
人工知能が経済・社会に与える影響について、米国では「時給が 20ドル以下の仕事」
の８割が AI が優勢になり、「時給 40 ドル以上の仕事」ではその割合は 4％と言われ
ています。AIや IoT（モノのインターネット）などの技術革新により「第4次産業革命」
と称される時代、人間の仕事はどんな風に変わっていくことに楽しみと不安があり
ます。
今後 10年～ 20 年で 47％の仕事が自動化
 今後 10 ～ 20 年程度で、アメリカの総雇用者の約 47％の仕事が自動化されるリス
クが高い」としている。たとえばトラック配送やファストフードの受注などにおいて、
機械が得意な単純作業は AI が人間の肩代わりをするという。ほかにも、税ローン査
定などデータを蓄積することで行える作業部分には、動員される人員は削減されつ
つあります。
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たとえば、音声を認識して家を制御してくれる AI に「タオルを取って」と言えば投
げてくれるし、「寒い」と言えば温度をコントロールしてくれる。もう少し細かく、
「もっと軽い感じの音楽を流して」「子供が起きたから電気をつけて」といった注文
にも対応。来客があれば、予定していた客か、不意の訪問者かなのかまで見分けて
くれるのだ。
ザッカーバーグによる、五感すら持ち合わせる AI の予見
「私は『5 年か 10 年で機械は、見る、聞く、触る……といった人間の五感よりも優
れた感覚になるだろうし、言語も習得できるはずだ』と予見していた。現段階では
まだ “単純作業” の肩代わりにすぎないしごとが、やがて AI は人間の “五感” に取っ
て代わる可能性も高いといわれます。それでももちろん、機械にできない作業は確
実に存在するはずである。機械には「唯一できないことがある」としている。
AIはまだ“仕事を理解する”域には達してはいません。人の言語を理解し、顔を認証し、
話し言葉を理解するなど、すべては認知技術の基本的なパターンの上に構築された
バリエーションで、コンピュータにたくさんの例を示せば正確に理解します。しかし、
それをもとにアイデアを生み出す方法はわからないし、まったく違うことに応用す
ることもできないのが現状です。
 人間にできて、AI には “まだ” できないこと
従来の記憶型の学習や、単純作業の効率化では、機械には到底勝てません。機械は「経
験のない状況で判断すること」や「まったく新しい発想をすること」がまだできな
いのが現状です。例えば、ただ掃除をするだけなら、ロボットで十分だ。しかし仕
事に必要なのは、人が寝ていたらその人を起こさないようにするといった人間同士
の心遣いや気配りは真似出来ません。その場を読んで応用をきかせる力のある人に
こそ、人を動かす魅力があるものだ。
機械が苦手なことをまとめてみよう。
・柔らかな発想のある論理的な思考
・初めてのことにも対応できる、臨機応変な問題解決能力
・共同作業し、欲することを読み統括し、新しいことを生み出す
・知識やデータを、人との関わりやコミュニケーションで生かす術

◎ 誕生祝い　【野崎会員】
いくつになっても物をもらえるというのは嬉しいものです。これからも元気に頑張
ります。

◎ 結婚祝い　【三富会長】
明日で、16回目の結婚記念日です。これからも続いていけるよう頑張ります。

◎ 委員会報告【清水会員】
先週行われました七夕で昨年に引き続き飾りをさせて頂きました。
800 人以上の子供たちからお礼の言葉をいただいています。地域に貢献できました
ことお礼申し上げます。今日 783（ナパサ）に野崎さんと曽我さんが「踊ってみよ
う日本舞踊」の告知で出演します。みなさん是非聞いてください。

◎ 田中年度例会 100％出席者表彰【高橋会員】
のクラブの例会をお休みするときは必ず他クラブへ前もって連絡してメークアップ
をして 100％を達成しました。皆さんも是非、メークアップしてみて下さい。

三富会長　野崎会員三富会長　野崎会員

三富会長　高橋会員三富会長　高橋会員
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◎ 出席報告　【笠原会員】
会員 41名　出席義務者　40名　出席者 29名　出席率　72.5％
これからは誕生祝や結婚祝いの対象者の方にはこちらから出欠を確認させていただ
きますので、よろしくお願いします。

◎スマイル報告【柏木会員】
報告者　　22名　　２４，０００円

◎クラブ協議会
【会場監督　真道会員】
ロータリー活動の根幹は例会に出席することから始まります。毎回休まずに出席
したくなるように規律のある中にも和やかで楽しい雰囲気を目指します。

　【活動計画】
1. 例会開始より１時間前に会場入りし準備する。
2. 来訪者が戸惑うことの無いように接待する。
3. 周りに迷惑を与えるような私語は厳重に注意を促す。

【会員維持増強委員会　黒柳担当理事】
クラブを活性化させる為に今年度より会員増強・維持委員会が独立し　た組織に
なりました。自クラブの 10 年後をイメージすると若い会員を毎年コンスタントに
増強することが必要です。
ロータリー情報（研修委員長）、会員増強・会員維持、会員選考・職業　分類、各
委員会と連携し委員会を盛り上げていきたいと考えています。

　【活動計画】
 1 . 例会の充実とともに通常例会に会員候補をお誘いし親睦の機会を図る。
 2 . 原点の会、ロータリー情報委員会、親睦委員会と連携しロータリアンとしての
スキルアップを目指す。 

３. 友好ナイトを利用し、会員候補との接点のチャンスを増やす。

【ロータリー情報（クラブ研修委員会）　長谷川委員長】
各委員が、諸々のロータリー活動へ積極的に参加しようと思うかどうかは、ロー
タリーの活動目的や内容がきちんと把握できているかどうかだと思います。その
ための情報を提供し、会員の意識の向上に繋げるように活動する。

　【活動計画】
 1 . 新会員にクラブにできるだけ早く馴染んでもらうためにオリエンテーションを
タイムリーに開催して、ロータリーの基本や活動内容を理解してもらい、積極
的な参加を促す。

2 .  地区大会やＩＭ、そして他クラブとの合同例会等に各委員が積極的に参加する
ような働き方を行う。

3. 上記 1）と 2）を行うことにより、新会員を含む各会員のロータリー活動への理
解を深め、当クラブの活性化へと繋げていく。

黒柳会員黒柳会員

笠原会員笠原会員

柏木会員柏木会員

長谷川会員長谷川会員
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【会員増強・維持委員会　細野副委員長】
ロータリーの本質の職業分類により会員を集めることです。会員定着の為には密
接なチームワークとロータリー情報を共有することが大事であると思います。そ
して、ロータリーに愛着を持たれるようにしたいと思います。

　【活動計画】
1 . 会員増強目標純増５名
2 . 入会の可能性のある人については、例会への体験出席を促す。
3 . 会員同士の情報の共有化を図る。
4 . 会員の大会防止に努力する。

【会員選考・職業分類委員会　古木委員長】
日本の少子高齢化が進み、経済構造も大きく変化し、新しい産業も生まれており
ます。以上の点に留意し、新会員獲得に努力邁進する。

　【活動計画】
1 . 商工会議所青年部との交流強化
2 . 増強委員会との意見交換
3 . ニュウービジネスについての卓話

【奉仕プロジェクト委員長　関口担当理事】
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕はロータリー活動の根幹を為す重要な部分です。
それゆえ各委員会の活動成果が、そのまま当クラブの評価に繋がる為、それぞれ
の活動を積極的に推進し成果につなげる努力をしてゆきたいと思います。

　【活動計画】
１.  職業奉仕では、10月に　なんでも相談会　を実施いたします。
２ . 社会奉仕では、３月にエンドオブポリオ　チャリテイーゴルフコンペを開催い
たします。平塚盲学校の点字ブロックキャンペーンに参加　年２回

３ . 青少年奉仕では礼儀作法を学ぶ一環として「日本舞踊に挑戦　作法を学ぼう」
と題したプロジェクトを８月に実施

４ . 国際奉仕では、浜岳リーダーズクラブによるシキホール島へのピアニカ寄付の
援助

【職業奉仕委員会　佐藤委員長】
まずもって今年度、職業奉仕委員長という大役を仰せつかり、身の引き締まる思
いです。私自身、ロータリアンとしてはまだまだ未熟ではございますが、このよ
うな機会をいただきましたので、一年を通じて「職業奉仕とは」といった本質をじっ
くり学んでいきたいと思う所存です。

　【活動計画】
例年に倣い、当クラブの根幹事業である「市民のためのなんでも相談会」の開催
を中心に活動を行います。直近の委員長経験者の方々との引継ぎ及び検証をしっ
かり行い、特に事前告知方法の検討や、新たなユーザーを取り込めるようなカテ
ゴリーの検討など行ってまいりたいと存じますので、何卒皆様からのご指導ご鞭
撻の程、よろしくお願い申し上げます。
　　　　実施日　１０/２１（土）なんでも相談会
　　　　開催場所　ラスカ平塚　６階　ラスカホール

細野会員細野会員

佐藤会員佐藤会員

関口会員関口会員
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【社会奉仕委員会　清水委員長】
社会奉仕委員会はクラブ細則に則り、地元地域社会におけるニーズに応える教育
的、人道的プロジェクトを企画し、実践していく事を目標に下記の活動を委員の
方たちと力をあわせて取り組んでいき、一つ一つの事業を意義あるものとし成功
させ、ロータリークラブのイメージと認知度の向上を図ります。

　【活動計画】
１. チャリティーゴルフ大会　　平成３０年３月１２日（月）

　【協賛・支援事業】
1. 盲学校の点字ブロック推進キャンペーン
2. 商工会議所「駅伝大会」
3. 湘南よさこい祭り
4. 平塚警察署「少年剣道」

【国際・青少年奉仕委員会　野崎委員長】
「日本舞踊を通じて伝統文化・礼儀作法を学ぶ」
具体的には「日本舞踊」を体験することで日本の伝統文化への好奇心を引き出し
参加した児童がこの体験により作法の本質にふれることが出来る。２０２０年オ
リンピック・パラリンピックを控え日本のおもてなしは国際的にも注目され、礼
儀作法を身に着けることで社会人になってから日本国内だけでなく、国際社会で
活躍できる人材育成につながる。

　【活動計画】
事業の開催「踊ってみよう　日本舞踊」
　　　　開催日　　　平成２９年８月１９日（土）　１０時～１２時
　　　　開催場所　　平塚市中央公民館小ホール
　　　　対象者　　　平塚地域の小学生
　　　　事業内容　　青少年に礼儀作法を学ぶ一環として「日本舞踊」の体験を
  　　　通して日本の伝統文化への好奇心を深めてもらい、
　　　　　　　　　　礼儀作法の本質に触れる。

【財団委員会　ロータリー財団・米山奨学会　吉野委員長】
ロータリー財団の資金は国際奉仕や社会奉仕などに使う資金を作る為に各ロータ
リーメンバーに寄付を頂いて世界でよい事をするためのものです。また、責務の
一つは財団を通じて実施された数々の活動を会員に紹介し、財団の寄付がいかに
ロータリーの活動に生かされているか知ってもらい、それにより会員のモチベー
ションが高まり、財団に対する理解をさらに深めることです。

　【活動計画】
１ . 本年度財団目標　一人２００ドルを全員に寄付していただけるように努力す
る。

２. 地区委員会に卓話を依頼して、ロータリー財団の理解を深める。
３. メンバーに、ロータリーカードに有効性をよく説明して、多数のメンバーにロー
タリーカードを作ってもらうように努力する。

【原点の会　原博章会員】
原点の会は新会員のために勉強会を年数回開催することと親睦を目的に行ってい
きます。入会より５年未満の方を対象にしていきますので、よろしくお願いします。
先輩方には講師をお願いしますので、よろしくお願いします。

【三富会長】
先ほどの水災の義援金が２９，５００円になりました。有難うございます。

野崎会員野崎会員

清水会員清水会員
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◎スマイル報告　【川内委員長】
三富会長　 8/19 の「踊ってみよう日本舞踊～和の作法」で申し込みが定員 50 人を超えました。夏休みの思

い出を皆さんで作っていきましょう。ご協力宜しくお願いします。
大森会員　 三富会長、近藤幹事今年 1年よろしくお願いします。疲れが取れません、年かな？
小沢会員　 梅雨明けしますよね？マイブームで、最近箱根の天成園で「タイ式古式マッサージ」にはまって

います。内容は、マッサージと言ってもプロレス技の様なストレッチが色々あります。興味のあ
る人は一度行ってみて下さい。

笠原会員　 スマイルがよみやすいようにひらがなでかきます。よるのおしごとのおみせがもう 10 ねんたちま
した。そこで、7 がつ２７．２８ .２９と１０しゅうねんパーティーをおこないます。ぜひあそび
にきてください。

柏木会員　 私こと７月１８日（火）１８：３０ラスカホールにて市政報告会を開催いたします。先輩方には
ぜひともお運びを頂戴したくお願い申し上げます。

河合会員　 先日の七夕の時に兼松さんのお店に妻とお邪魔したのですが、その場に「Ｂｌａｋｕ　原」さん
がいらっしゃって、私の妻と仲良く会話していただいたのは非常にありがたかったのですが、〇〇
〇マシーンと放送禁止用語を連発されて立つ瀬がありませんでした。

黒柳会員　 ６/１６と７/８に、たて続きに孫が生まれ計５人なりました。出費が、、、、
佐藤会員　 首周りのコンディションがだいぶ良くなってきたので、そろそろ筋トレを再開します。まずは今晩、

牧石さん主催のたんぱく質飲み会に参加します。
真道会員　 三富年度、初の例会出席となります。一年間会場監督にご協力をお願いします。
杉山会員　 私事になりますが、2 週連続の例会出席など私にとっては考えられない事です。来週の夜間例会

は私用によって欠席させていただきます。
関口会員　 青少年奉仕「踊ってみよう日本舞踊」の応募者が 50 名に。皆様ご協力ありがとうございます。募

集人員 50名ですがＭａｘ70名集めたいので、引き続きご協力お願いします。
曽我会員　 こんにちは♡暑いけど明るく楽しく元気よく！ルンルン７月をのりきるゾー！今夜はナパサ

だー！！聞いてね！
高橋会員　 暑い日が続きます、身体に気を付けましょう。
徳永会員　 ベルマーレ前半戦１位通過です。このまま後半戦も頑張ってＪ1に復帰してほしいです。
中村会員　 先日、神楽坂で友人たちと食事をしました。45 年ぶりの神楽坂でしたが、評判通りの素晴らしい

街の変貌ぶりに驚かされました。そして、時間つぶしの喫茶店ではコーヒー一杯が９５０円です。
私にとって人生で一番高いコーヒーでした。

長谷川会員 本格的な夏が来ました。皆さんそんなに若くないので、水分を十分にとって、熱中症にならない
ように注意しましょう！

原 ( 康 ) 会員 暑いです。熱中症に御注意！！
原 ( 博 ) 会員 毎日暑いですね。ビールが楽しみです。又、太りそう！
古木会員 暑いです。道路はガラガラです。井出さんは暑い中もっと暑いベトナムへ出張だそうです。
細野会員 杉山先生の今日の出席分は次年度黒柳年度の分と聞いております。
牧石会員 皆さん、旦那デスノートがあることを知っていますか？奥さんに愛されていない人は気を付けた

ほうがいいと思います。事故死してくれとか、早く死んでくれとか書かれているかも気を付けて
ください。

柳沢会員 ゴルフ初めて３５年。初めてゴルフ理論をユーチューブの動画で学び目から鱗です。正しい理論で、
練習中ですが、身になるかどうかは別！次のコンペをお楽しみに！

第 1247回 例会2017. 7. 14   平塚湘南ロータリークラブ   平塚湘南ロータリークラブ 週 報

page.6

2017 - 2018 年度

国際ロータリー　第 2780 地区　第 8グループ


