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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 宮 内 龍 雄 

副会長 島 田 洋二郎 

幹 事 佐 藤 直 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2015～2016年度 ＲＩテーマ 

世界へのプレゼントになろう  

Be a gift to the world 

2015〜2016 ＲＩ会長 K．R．ラビンドラン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 櫻木英一郎 (千葉ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 上総 泰茂 

副委員長 高瀬 幸雄 委員阿天坊俊明・小田島國博 

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「旭ロータリークラブについて」 

旭ロータリークラブ会長 神崎 薫様 

 

 

 

前回例会報告（１０月２１日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

第 7分区ガバナー補佐 黒田幸一様（銚子東 RC） 

       補佐幹事 宮内 博様(銚子東 RC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子東ＲＣ 平野 恭男様 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。世界最大の半導体メーカー、

インテルの共同創業者のゴードン・ムーワが 50

年前の 1956年４月１９日、エレクトロニクス・

マガジンに掲載した、半導体集積回路の性能予

測についての論文に、「コンピューターは、どん

どん賢く、小さくなり、安価になる」と発表し

ました。後にムーアの法則と呼ばれるようにな

ります。当時のコンピューターは、巨大で、大

変高価なもので、しかも、現在の計算速度から

は、信じられないほど遅い物でした。現在「シ

ンギュラリティー（技術的特異点）」という言葉

が、人工知能（AI）ブームと共に語られるよう

になりました。米国のコンピューター研究者、

レイ・カーツワイル氏はコンピューターの性能

が指数関数的に向上する結果、その能力が全人

類を超えるとする。その時期が 2045年であると

言っています。ビル・ゲイツ、ステーブン・ホ

会 長 挨 拶 
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ーキング博士といった著名人がAIが人間社会を

脅かす可能性を指摘しており、「意識を持つに至

ったコンピューターが人間に敵対する」という

近未来 SFのような話が、真剣に議論されていま

す。映画の「ターミネーター」や「イーグル・

アイ」のような、人類対コンピューターとの戦

いが実際に起こるのでしょうか。こうした脅威

論に対して異論も有ります。松尾豊・東大准教

授は「人口知能は与えられた目的をいかに効率

的に達成するかの手段にはなるが、人工知能が

自ら目的を持つことはない」と言っています。

長い進化を通じて本能や欲望を会得してきた人

類と機械であるコンピューターは基本的に異な

るという。ただその松尾氏も「悪意を持った人

間が AIを使うことが真の脅威になる」と言って

います。テロリストや犯罪者など AIを悪用しよ

うとする人間に目的を与えられると、システム

はその目的を「効率的に」達成しようとするた

めです。話は変わりますが、私が会社に入社し

た 30年以上前は、コピー機や FAXも無く、や

っと算盤に変わって、関数計算の出来る電卓が

普及し始めた頃でした。今は客先とのやり取り

や図面の入手、見積書など、ほとんどの事務処

理はパソコン一台で用が足りてしまいます。一

日の大半をパソコンの前で過ごすこともありま

す。コンピューターなくしては一日も過ごすこ

とは出来なくなっています。十年後、二十年後、

どの様な社会になっているのか、私には想像も

できません。 

 

 

 

【週報拝受】波崎 RC 

1. 地区大会記念ゴルフ大会 

御礼とご報告 

2. 第 1 ゾーン理事指名委員

会による選出に 

ついて 

3. 地区委員会への卓話依頼 

4. 2015-16 地区大会のご案内 

5. 書き損じハガキでタイの子ども達に奨学金を

贈る事業 

…以上、ガバナー事務所 

6. ハイライトよねやま １８７ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

 

 

なし 

 

 

 
✧黒田 幸一ガバナー補佐・宮内博補佐幹事 

 

 

本日はよろしくお願

いします。 

 

 

✧宮内龍雄会長 

申請すること 3 度ようやく

国の補助金が（改新事業計画）

許可され 10,000,000 の補助

金が交付されることになり

ました。何買おうかな！ 

 

ガバナー補佐挨拶  

第７分区ガバナー補佐 黒田 幸一 様 

皆さんこんにちは。

7 月に開催されま

した I・Mに沢山の

参加を頂きまして

有難うございまし

た。お蔭様で無事

行うことが出来ま

した。ただ、I・M

についての質問者を各クラブ 1 名準備して頂き

ましたが当日のスケジュールの都合により急遽、

取りやめになり大変ご迷惑をお掛けしました。 

櫻木ガバナーからもお詫びの言葉を頂いており

ます。代わりにその質問はガバナー公式訪問時

に何なりと受けますとのことですので、11 月 4

日のガバナー公式訪問時には丸山さんよろしく

お願いします。また他の方から質問して頂けれ

ばと思います。 

また I・Mという形で行いましたが、本来の I・

M はガバナー補佐や会長幹事の引き継ぎの場で

もありますので、いつもどおりの I・Mを２月２

１日(日)に犬吠埼ホテルにて開催させて頂きま

すのでそちらの方もよろしくお願いします。 

 ここでガバナーについて簡単にご紹介します。 

櫻木ガバナーはロータリー歴１５年ほどと経歴

の浅い方ですが、非常にロータリーに対して勉

強されており、ロータリーに対して幅広く理解

されており、知識の豊富な方であり持論を持っ

ておられます。卓話でも原稿を見ずにお話をさ

れます。 

また、地区に対しても革新的な方でガバナー事

務所の固定化やガバナー補佐への権限移譲そし

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 
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て分区の見直し等をガバナー補佐会議等で検討

されております。従来の枠を外し、ガバナーの

負担を減らしどのクラブからもガバナーを出せ

るようにしたいそうです。是非、銚子ロータリ

ーからも３人目のガバナーを輩出されたら如何

でしょうか。 

話を本題に戻しますが、早いもので本日のガ

バナー補佐訪問で３クラブ目となりました。旭

RC、八日市場 RCと訪問させて頂き、それぞれ個

性があり、積み重ねた歴史があり、素晴らしい

部分が沢山ありました。反面、クラブとして抱

える問題もありで非常に勉強させて頂きました。 

 本日は、地区を代表する銚子 RCですので、他

クラブの見本となるような所が随所にあると思

いますので、楽しみにしてきました。 

 今年度ガバナー公式訪問はガバナーの方針で

従来と違いまして、委員会報告方式のクラブ協

議会は本日の補佐訪問でのみの開催で、ガバナ

ー公式訪問では従来のクラブ協議会は行わない、

その代わりにロータリー全般についてガバナー

への質問。逆にクラブ定款について及びクラブ

と国際ロータリーについてガバナーから質問さ

れます。また例会、出席、メーキャップについ

ても担当委員会に質問されますので、事前に準

備して頂ければと思います。銚子 RCは地区補助

金を利用して国際活動等地区を代表する活動を

されているクラブですのでクラブの素晴らしさ

をガバナーにアピールして頂ければ良いと思い

ます。 

 本日はその前段ということで各委員会からの

お話そしてガバナー公式訪問時の内容について

も少しお聞きしたいと思います。限られた時間

ではありますが、ガバナー公式訪問が実りある

ものになりますよう本日のクラブ協議会をよろ

しくお願いしまして挨拶とさせて頂きます。 

 

ガバナー補佐訪問 第 4 回クラブ協議会 

      ５階例会場 13：00～ 

開会挨拶 宮内 龍雄会長 

 

五大奉仕委員会活動計画・現状報告の発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金島ｸﾗﾌﾞ奉仕副委員長 松本職業奉仕委員長 

宮﨑社会奉仕委員長 石毛国際奉仕委員長 

宮内青少年奉仕委員長 
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高橋宏資米山記念奨学会委員長 

 

先日、元米山奨学生

（2008-2011）のマユカ君

から近況報告が届きまし

たのでお知らせします。 

 

 

ロータリークラブの皆様、元米山記念奨学生

のマユカです。皆様お元気ですごしていらっし

ゃるでしょうか？ 

米山記念奨学生を卒業し約 4 年になりました。

この 4 年間の間私の仕事・生活・家族の状況を

報告させていただきます。 

仕事のことを先に報告をさせて頂きます。私

は 2012 年 4 月山九株式会社に入社しましたが、

2013年 4月から本社海外プロジェクト部配属に

なりました。それ以来マレーシア及びベトナム

のプラント建設工事及び定収工事に携わって来

ました。基本は海外の仕事がメインなりますが

本社では工事計画・見積り、海外の工事現場で

は施工管理を行っています。現在はマレーシア

出張中です。今回の出張は今までで一番長くて、

今年の 8 月から来年の 3 月までです。今の工事

現場はマレーシアのビンツルという町で（ボル

ネオ島の北側に位置する）、石油や天然ガスなど

を採れる地域でもあります。日本だけではなく

韓国、中国を始めヨーロッパ・アメリカの企業

も進出しており、グローバルな町ともいえます。

しかし、仕事場は町から離れており、日本とは

比べることはできないぐらい不便なところもあ

ります。私をはじめ１０人ぐらいの日本人の方

が同じ現場で仕事を頑張っています。私たちの

お客様（日系企業）に対して日々日本と同じ安

全・品質を確保できる様心がけています。 

日本にいるときは日本のものつくりの強さを

それほど感じる機会はなかったのですが、この

ように海外に出て仕事をするときに MADE IN 

JAPAN の強みをよく感じます（日本製の機械、

自動車、工具、電気製品）。しかしながら、これ

からアジアでのマーケットにおいては日本企業

にとってのライバル企業がどんどん増えていく

のではないかと思いますし、そのように実感し

ています。 

 次に家族のことを報告します。2012年 3月に

長女が誕生しました。また 2014年 2月に長男が

誕生しました。今は家族４人で東京に住んでい

ます。私は海外出張が多い中、妻は一人で２人

の子供を育てています。仕事も大事ですが、家

族とすごす時間を作ることの重要性を感じ始め

ています。 

最後に海外出張のときに、たまに海外ロータリ

ークラブ例会の会場やロータリーのシンボルを

見かけることもあります。非常に懐かしく感じ

ますし、いつもロータリークラブのことを尊敬

しています。なぜなら米山記念奨学金のおかげ

で私の現在があるからです。ロータリークラブ

の皆さんの助けがなければこのように勉強に集

中し、希望通りの会社に入社することはできま

せんでした。私はまだ皆様のような力がある人

間ではありませんが、将来は皆様のようにロー

タリアンになり、世の中の平和と人々の幸せの

ために活躍したいです。 

近い将来、出張から帰国したときに皆様に会い

に銚子に行くことを考えています。 

そのときにまた皆さまと楽しい話をできればと

思います。今後ともよろしくお願いします。 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 

出席計算４２名 出席２７名 欠席１５名  

出席率 64.29% 

欠 席：青野君・伊東君・鴨志田君・栢尾君 

越川君・丸山君・宮内榮君・大里君・坂本君 

島田君・杉山君・高瀬君・富永君・植田君 

内田君 

【Ｍ Ｕ】 

10/20：銚子東 RC 大里君・大岩君・高瀬君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥9,000 計 ￥ 245,800 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  21,958 

米山 BOX ￥2,248 計 ￥  21,823 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 114,100 

委 員 会 報 告 

 

次週のプログラム（１１月４日） 

「ガバナー公式訪問」 

国際ロータリー第２７９０地区 

15-16年度ガバナー 櫻木 英一郎様 

（千葉ＲＣ） 

※例会終了後クラブ協議会開催 

多くの会員の出席をお願い致します。 

       

お弁当：茂利戸家（鰻重） 


