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本日の例会プログラム
例会前 健康診断 11：30～12：20

／職業奉仕委員会担当

卓話者プロフィール
2017～米山記念奨学会 理事
５０期中津川 RC 会長
規定審議会
まるやま代表
てる き

１． 開 会 点 鐘

丸山 輝城君

２． ソング＝「それでこそロータリー」

昭和 21 年（1944 年）12 月 25 日生（71 歳）

３． ゲスト、ビジターの紹介

勤務先 丸山木材工業株式会社 代表取締役社長

４． 食事と交歓

マルヤマグループ 代表

５． 雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）
６．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告

2016 年 10 月 中津川商工会議所 会頭

７．会長の時間

／情報・研修委員会担当

８．卓話

2007 年 11 月～

５０期会長 丸山 輝城君
テーマ「ロータリーはもったいない」

2016 年 11 月～現在

中津川商工会議所 名誉会頭に就任

2017 年 5 月～現在

岐阜県木材協同組合連合会 会長に就任

岐阜県「東京オリ・パラ」県産材利用促進協議会 会長に就任
現在に至る

９．閉 会 点 鐘

会長の時間

林 彰会長

株高で好調な日本経済の幕開けとなった 2018 年。
「150 年前の明治維新のように、今また、日本は少子高齢化という国難と
も呼ぶべき危機に直面している」と安倍首相は年頭所感を発表した。 人件費の安い、人の多い国や地域の製品が世界で優位
」
になり、
人口減少する日本は、どう成長していくか、これから先、私達は、その中でも将来の人づくりに挑戦していくのでしょう。直
面する課題は、子育てしている親(働き手)が減っていることです。中津川の少年野球(中学・学童)でいうと、この 10 年前と
比べるとチーム数半減している。この子達が 10 年後成人し、働き手として、大きく変わりつつある世の中、どのように導か
れて行くのでしょうか。iフォンが初めて米国で発売されたのは、ほんの 10 年前のことです。電話、カメラ、ゲーム、SNS、
パソコンも、全てがスマートフォン一台に入ってしまって、一体いつの間に、スマートフォンなしでは暮らせなくなってしま
ったのかと、改めて驚くところです。
人口減少の中、2020 年の東京五輪・パラリンピック後、どんな時代が来るのか。その時代「post 2020」を考える上で避け
て通れないのが、人工知能（AI）をはじめとした科学技術である。自動運転車の実験や、ドローンの活用など、最先端のテク
ノロジーに関する情報が、毎日、何かしら報道されます。2029 年頃にはコンピューターの集積度が人間の脳を超えるとされ
ています。それらのニュースを見ていると技術が進化するスピードが、最近ドンドン加速していると感じます。例えば、将
棋・チェス・囲碁などのゲームで、プロ棋士が人工知能と戦っている。そして、名人を既にやぶっているのだ。藤井聡太四段
もトレーニングにこのAI ソフトを毎日使っているという。プロ棋士に勝った人工知能AIソフトでは、
「エルモ」
「ストックフ
ィシュ」
「アルファ碁」です。先月の 12 月 5 日、日本経済新聞によると、これらのソフトに「アルファゼロ」はいずにれも勝
ち、3 冠を達成したと報じた。米グーグルの傘下のDEEPマインド社が開発したAIの「アルファゼロ」は、ルールだけ教えられ
ただけで、人間が考案した定跡を誰からも教わることなく自己対戦の中から身に付けたと。人工知能が近い将来、人間の能力
を超えるのではないか、人間の仕事が機会に奪われるのではないか、というのである。
「人間vs人工知能」の戦いは既にあち
こちで繰り広げられている。新聞やテレビでにわかに騒がしくなってきた。これから人類はAIテクノロジーによってこそ、明
るい未来を創造していく。人類が数千年かかって経験してきたことよりはるかに大きな変化を、これから数十年の間に体験で
きるかもしれない、そう思うととても興奮してきます。私達、AIの近未来を見ていきたいと思います。

～１月１８日～の記録

新年家族例会

新年家族例会

出席報告
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
1/11 補正出席率

48／69
69／69

69.56％
100%

７月度の
会員総数７４名、出席免除者５名
お 祝 い
メーキャップ
結婚記念
村上幸博君（中津川 CRC）
日
７月度のお祝
ニコボックス
い 結婚記念
★あけましておめでとうございます。親睦委員の皆様、設営あり
日
７月度のお祝
がとうございます。また、多くの会員の皆様・ご家族様に参加
い 結婚記念
いただき新しい年をスタートできること大変嬉しく思います。
日
残り半年、スローガン「誰かのために今できることを」のもと
にロータリー活動に遭進。

１月１８日

木曽路にて（会員４８名 夫人１８名 事務局）

例 会

出席報告
可児 力君

ニコボックス発表
近藤直樹君

会長の時間
林 彰会長

会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君

★曽孫娘が成人式を迎え綺麗な振り袖姿で現れ、大祖父はデレデ
レだ。お小遣いは高いぞ。
伊藤 昇君
★ご無沙汰をしております。今日はよろしくお願いします。
鈴木嘉進君

★新年おめでとうございます。今年は私にとってタイとベトナム
に工場を立ち上げていますので、半分は海外生活となりそうで
す。皆様の活躍と御健勝をお祈りいたします。
三尾義彦君
★新年明けましてお目出とうございます。本年もよろしくお願い
します。
可児 力君
★おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

皆出席表彰（左より）
安藤正樹君４年、桂川邦俊君８年、小川剛弘君 12 年
鳴海伸明君 16 年、嶋崎兼之君 22 年、麦島寛也君 14 年、

懇親会

原 眞平君

★本年もよろしくお願いします。
塚田 晃君
★夫婦で出席させていただきました。木曽路さん親睦委員会の皆
様お世話になります。
長野和夫君
★おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
皆出席 16 年ありがとうございます。
鳴海伸明君
★新年明けましておめでとうございます。
波多野一夫君
★本年も宜しくお願いします。いよいよラス前の新年家族例会に
なります。
岡山金平君
★新年明けましておめでとうございます。本日は親睦委員会の皆
様ありがとうございます。
田口義也君
★西宮神社十日えびす祭に多くの方々の参拝をたまわりありが
とうございました。
間龍一郎君・前田雅生君
★あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしま
す。１４年の皆出席表彰頂きました。有難うございました。
麦島寛也君

★おめでとうございます。12 年目の皆出席、ありがとうございま
す。
小川剛弘君
★あけましておめでとうございます。1 月 5 日の出初式には多数
のご出席誠にありがとうございました。 桂川邦俊君・志津竜良君
★新年家族例会に当店をご利用頂きまして誠にありがとうござ
います。
小縣一夫君
★新年家族例会にご出席いただきありがとうございます。よろし
くお願いします。
安藤正樹君・吉川義康君・小縣一夫君・小澤賢一君・木村倫典君
近藤直樹君・佐藤均君・谷口勇敬君・松田幸博君

本日のご申告 ８９．０ポイント（累計 811.5 ポイント）

司会進行
松田幸博君

開宴挨拶
安藤正樹親睦委員長

乾杯発声
波多野一夫直前会長

親睦委員会の皆さん、ありがとうございました！

ビンゴゲーム 林会長賞！！
前野求重君

鶴田副会長賞 谷口勇敬君 鳴海 PP 賞 大鋸のり子さん 田口エレクト賞 原眞平君

挨拶
挨拶
安藤正樹親睦委員長
木曽路店主・小縣君

「手に手つないで」大合唱！

木曽路 店主挨拶
小縣一夫君

次年度会長挨拶
田口義也会長エレクト

ビンゴゲーム

沢山のお酒の差し入れ
ありがとうございました！

閉宴の挨拶
鶴田 温副会長

今後の例会予定
２月 １日→４日(日) 六斎市に移動 本町六斎市本部
にて 9：00 点鐘
８日＝普通例会
会員卓話
吉村 庸輔委員長
／財団担当委員会担当
１５日＝普通例会
会員卓話
土屋大二郎副委員長
／例会運営委員会担当
２２日＝普通例会
卓話 山内幸子氏(やまうち小児歯科)
／会員増強委員会担当
※２月度定例理事会 13：35～
３月 １日→４日(日) 東濃歌舞伎に移動
東美濃ふれあいセンター会議室にて 9：00 点鐘
／親睦委員会担当
８日→５日(日)に移動
中津川 RC・中津川 CRC 合同例会ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙｱｲにて
（ホスト：中津川 CRC） 18：00 点鐘
１５日＝普通例会
会員卓話
服部 愛弘君
／職業奉仕委員会担当
２２日＝普通例会
卓話
／情報・研修委員会担当
２８日→４月１日(日) 六斎市に移動 本町六斎市本部
にて 9：00 点鐘
※３月度定例理事会 13：35～

行事予定
◎２月１６日（金）東濃Ｇ会長・幹事・事務局連絡会議

会員増強セミナー開催 １月２０日（土）
岐阜グランドホテルにて
出席者：勝野安和会員増強委員長、後藤大作幹事
各会長より会員数の現況報告がされた後、
「会員３パーセ
ント純増目標」についての説明がありました。

ガバナー挨拶 田山雅敏ガバナー

グループ別分科会では東濃 G・佐藤八郎ガバナー補佐より
ガバナー方針についての説明がなされました。

◎２月２２日（木）第３回ＩＤＭ 場所：勝宗 18:30～
◎２月２５日（日） 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 （ホスト：中津川 RC）
◎３月１０日（土）
、１１日（日）会長エレクト研修セミナー
◎４月２２日（日） 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部（ホスト：中津川 CRC）

1．２月の BGM 紹介
エコーズ・オブ・ジャパン/民謡クルセイダーズ
かつて戦後間もない頃、偉大なる先達、東京
キューバンボーイズやノーチェクバーナが
大志を抱き試みた日本民謡とラテンリズム
の融合を、21 世紀に再び再生させる「民謡ク
ルセイダーズ」
。
東京西部、横田基地のある街、福生在住で米軍ハウス「バナナ
ハウス」主のギタリスト田中克海が、民謡歌手フレディ塚本と
近所の某酒場で意気投合したことをきっかけに、2012 年福生周
辺の辺境音楽好きが集まり結成。
70 年代以降には福生でよく見られたハウスセッションを続け
ながら現在に至る。

友愛の席

パーシモンショコラ

松月堂

信州産の市田柿をチョコレートで包み
こみました。チョコレートの口溶けと
柿の風味が絶妙です。

ロ ー タリーレ ー トの お 知 ら せ
2018 年 1 月は １㌦＝114 円になります。（12 月は 112 円）

中津川 RC ゴルフ同好会
親睦ゴルフコンペのご案内
ゴルフ同好会会長：吉村敏博
幹事：麦島寛也
日 時：３月２５日（日） 9:37 スタート
場 所：ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
コンペ参加費：2,000 円（賞品代）
表彰式・懇親会：パーティールーム・コンペパック利用
登録最終締め切り：２月２８日（水）
～皆さまのご参加をお待ちしております！～
第３回ＩＤＭ開催のご案内
委員長 吉村敏博
副委員長 原 政幸
●日 時：平成 30 年 2 月 22 日（木）18:30～
●場 所：勝宗
●会 費：3,000 円
～オープン参加歓迎です～
●毎回出席義務者
(役員）林会長、鶴田副会長、後藤幹事、塚田会場監督
波多野直前会長、田口会長エレクト、志津副幹事
鈴木力情報・研修委員長
(新会員) 土屋大二郎君、佐藤均君、光岡要次郎君、木村
倫典君、近藤直樹君、谷口勇敬君、鈴木正樹君、松田幸博君
●今回出席要請者 大鋸伸行君、小川剛弘君、桂川邦俊君
粥川正勝君、黒柳昌可君、坂巻祐史君、田口清男君
原 満夫君、前田僚之君、三尾泰一郎君、吉村庸輔君
吉村和子君、若森まり子君、前田雅生君

