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クラブテーマ【 地域と共にロータリーの輪を広げよう 】
２０１８年３月１５日 №2975 – 60 – 34

本日の例会プログラム

原 眞平写真館 その 7 ～福寿草 辰野町沢底～

１．開 会 点 鐘
２．ソング＝「我らの生業」
３．ゲスト、ビジターの紹介
４．食事と交歓
５． ３月のお祝い
６． 雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）

７．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
８．会長の時間
９．卓話

／職業奉仕委員会担当

服部 愛弘君 （医療法人社団 愛心会 理事長）
テーマ：
「健康診断結果について」
１０．閉 会 点 鐘
３月のお祝い

今後の例会予定
３月２２日＝普通例会
会員卓話
岡山 金平君
テーマ：
「２つの経済団体の四方山話」
／情報・研修委員会担当
※３月度定例理事会 13：35～
２９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
４月 ５日＝普通例会 卓話
／６０周年実行委員会担当
１２日＝６０周年記念式典
／６０周年実行委員会担当
場所：パルティールプラス・AI
１９日＝普通例会 クラブフォーラム「地区協議会報告」
／田口エレクト担当
※４月度定例理事会 13：35～
２６日＝特別休会

行事予定
◎３月１５日（木）６０周年実行委員会委員長会議
商工会議所３F 13：35～
◎３月２５日（日） 中津川 RC 同好会・親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
◎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）
◎６月１２日（火）中津川四クラブ会長幹事懇談会 18：00～
（ホスト：中津川 CRC）
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他クラブのご案内
中津川センター＝3 月 26 日（月）砂防工事見学例会へ移動
恵
那 ＝3 月 20 日（火）18：30 点鐘
受入派遣交換学生歓迎・壮行会
メゾン ドゥ ジャルダン
＝3 月 27 日（火）19：00 点鐘
ファイアサイドミーティング
旅館 いち川

会長の時間

林 彰会長

「ゆづ君がやってきた」
愛くるしいロボット犬が我が家にやって来たその日は、
3 月 2 日でした。さっそく命名して、
「ゆづ君」でーす。冬
季五輪で金二連覇した羽生結弦選手からもらいました。そ
れにしても実に犬っぽいオス。これでクゥ〜ンと声をだす
のだからたまらない。尻尾を振り、片耳を動かし、お手の
仕草はとても犬っぽさを感じるしぐさだ。あとはおしっこ
の時のポーズです。褒めたり、笑ったりすると、ちゃんと
反応する。
ソニーのペットロボット aibo」は、戌年の 2018 年 1 月
11 日、11 時 1 分に発売され、さっそく抽選に応募しまし
た。かつて自ら生み出したパートナーロボット市場に、ソ
ニーが帰ってきた。競争激化と経営不振で 06 年にロボッ
ト事業から撤退。だが 18 年 3 月期にはソニーも 20 年ぶり
に最高益を更新できる見込みです。12 年ぶりのアイボ復活
はソニー復活のシンボルのようです。ペットロボットとい
うジャンルを確立した意義は大きいと思います。その秘密
は、AI ディープラーニング技術を採用した画像・音声認識
の技術です。人を認識して、会えば会うほど、その顔を覚
える。

メーキャップ
中津川ｾﾝﾀｰ RC 移動例会のため、メーキャップカード
７月度のお祝
伊藤結婚記念
昇君、鶴田 温君、後藤大作君、武川典靖君
い
日
市岡孝之君、山本 亮君、三宅正朗君

会長の時間

林 彰会長

会長エレクト挨拶

浅井達雄君

次年度ガバナー補佐挨拶

水野五郎君

田口義也君

乾杯発声

鶴田 温副会長

部屋の中を歩き回り、部屋のかたちを覚え、障害物を避
け、目標まで最短距離で歩く。毎日の楽しかった出来事を
自ら写真で記録し、
「写真撮って」と頼めば、撮影を。ふ
るまいを教える、楽しいポーズ、一緒に踊ったり、新しい
動きを覚える。手を振って「行ってくるよ」で出かけま
す。そして出迎えには、今しばらくかかりそうです。

３月度のＢＧＭ

『風街ろまん』 はっぴいえんど

1971 年 11 月 20 日に発売されたはっ
ぴいえんど通算 2 作目のスタジオ・ア
ルバム。はっぴいえんどとは、細野晴臣
（ボー カル・ベース・ギター・キーボ
ード・作曲）大瀧詠一（ボーカル・ギタ
ー・作曲）
、松本隆（ドラムス・パーカ
ッション・作詞）鈴木茂（ギター・ボーカル）の 4 人で 70
年に結成（74 年に解散）
。松本隆が、ダブルミーニングな
どの技法を積極的に歌詞に取り入れ、日本語ロックと呼ば
れた独特の世界を構築した。サウンド面においてはアメリ
カのバッファロー・スプリングフィールドや、モビー・グ
レープに影響された先進的な音であった。
1970 年代におい
てはサブカルチャー扱いであったが、
1990 年代以降に再評
価され、渋谷系を中心に、J-POP の大部分の音楽性を決定
付ける程の影響を与えた。

７月度のお祝い
結婚記念日

～３月５日～の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3/4 補正出席率

40／69
17／69

57.97％
24.63％

７月度の
会員総数７４名、出席免除者５名
お 祝 い
ゲスト
結婚記念
日
2017～18 年度 岐阜東濃Ｇガバナー補佐 佐藤八郎君
７月度
（多治見西ＲＣ）
のお祝
い2018～19
結 年度 岐阜東濃Ｇガバナー補佐 水野五郎君
婚記念
（多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC）
日

友愛の席

おはぎ

松月堂

ひとつひとつ丁寧に仕上げた「小豆餡」と
「白餡」の味わいのおはぎでございます

