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2015～16年度 理事・役員 

会長 小北英夫  直前会長 原田武夫  会長エレクト 上山芳次  副会長 山口尚志  幹事 米田 勉   

       SAA 稲田義治  会計 多田利生  理事（長期計画）岩本昌治  理事（職業奉仕）橘喜久夫   

        理事（青少年奉仕）粟津直晶    理事（社会奉仕）源本将人  理事（国際奉仕）木﨑信也  

例会プログラム   

12:50 開会点鐘 

・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング 

  「我等の生業」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・幹事報告 

・委員会報告 

   出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

   田中 一眞 会員 

・卓話   

   久保 勉  会員 

・その他  ニコニコBOX報告 

・13:30 閉会の点鐘  

・本日の会合（敬称略） 

＜16-17年度指名委員会＞ 

10:00～ 於：事務局 

 髙島、原田、小北、上山 

 山口尚志 

＜ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐選考委員会＞ 

13:35～ 於：事務局 

 原田、小北、上山、宮田 

 山口尚志 

＜親睦委員会＞ 

13:35～ 於：例会場 

 川島、中野、田中一眞、林 

 白井、岩渕、久保、瀬川、柿丸 

 森岡、江口、大橋、今平、田代 

 柏本、塔下、吾郷、川上 

 田中商人 
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「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

    

第１９７７回 例会  

於：くずはゴルフ場 

次回の例会 

１１月２５日（水） 

   ＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

  ＊クラブ協議会 

  ＊3分間スピーチ   

        森川正敏 会員  

本日の歌♪ 

「我等の生業」 

 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

 

 

2015-16年度地区大会のご案内  
 

 

             

 於：リーガロイヤルホテル 

 18:３0～開宴 

 ＊関西二期会の夜オペレッタ 

  「こうもり」 

 於大阪国際会議場  

 11:00～開会 

 12:00～休憩 ※お弁当有（吉兆） 

 13:15～式典 

 15:00～講演 特別シンポジウム「究極の職業奉仕」 

        基調講演①「免疫難病治療ー大阪から世界へ」 

              大阪大学名誉教授 岸本忠三 氏               

            ②「がんは治る:がん免疫治療薬PD-1抗体」 

                                               京都大学名誉教授 本庶 佑 氏 

 17:30 閉会 



会長の時間   
 

 

 皆さんこんにちは。 

先週予定されていましたガバナー杯野球大会決勝戦は雨天のため延期となり、11月22

日日曜日午前９時より東大阪大学附属柏原高校で行われます。 

宿敵八尾東ロータリークラブには（向こうはなんとも思っていませんが）、なんとしても赤

いユニフォームの力を見せつけてほしいと思います。お時間のある方は応援よろしくお

願いいたします。 

 本日の3分間スピーチは尊敬し信頼を寄せて色々な相談にも乗っていただいている

山口伊太郎会員です。よろしくお願いいたします。 

 また、卓話は私の入会した翌年に入会された川島親睦委員長です。 

私が親睦委員長をお願いした時、「色々予定があるんですが、小北さんには断れません。一生懸命頑

張ります。」と言っていただいたことを、今でもはっきりと覚えています。 

 本日は、親睦についてたくさん時間を下さいとのことですので、この辺で会長の時間を終わります。 

ありがとうございました。 

 
 

 

 

３分間スピーチ「ＡＩは人を超えるか？    山口伊太郎 会員 
   

 今身近なところでＡＩ（人口知能）進化を目にする機会が多くなってきました。自動車

の無人運転は10年で実現すると言われています。欧米に比べ日本は著しく後れを取っ

ていると言われるのがこれに対する危機感です。 

 アメリカでは人工知能が人を超える問題点に対処するための人材育成大学が設立さ

れています。人工知能が人の能力を超える（すでに演算能力は数億倍）と言われるの

が2045年羽生問題としてクローズアップされています。（将棋名人） 

 これは羽生名人がコンピューターに負ける日の事です。人が得意とする感性近い知

恵を人工知能が超えることを意味し、コンピューターに対する考えが一変する事を指し

ています。  

人の知恵より数億倍の知恵を以った道具を人は使いこなせるかが問題視されています。 

 しかし乍ら今まで通り社会は発展し新しい仕事を生み出し住み易く豊かな道具として利用すると言う

楽観論もあります。いずれにしろ2045年は30年後です。元気でこの特異点を確認したいと思います。 

 後れは取っていますが、トヨタ自動車は6日、自動運転などに使う人工知能技術の開発拠点として来

年1月、米シリコンバレーに新会社を設けると発表した。2020年までに約10億ドル（約1200億円）を投じ

る事を決定しました。 

 新しい会社は「トヨタ・リサーチ・インスティテュート」。最高経営責任者（ＣＥＯ）に米国防総省の国防

高等研究計画局でロボットコンテストなどに携わったギル・プラット氏を迎える。社員は200人程度を予

定。 

 自動運転には、車載カメラなどで集めたデータを分析、判断を担う人工知能の技術が必要となる。ト

ヨタの豊田章男社長は「私たちが人工知能技術を追及するには、より豊かな社会を実現するためだ」

とコメントを出した。トヨタは人工知能の分野で米スタンフォード大、米マサチューセッツ工科大学と連

携すると9月に発表している。 

小北 英夫 会長 

山口伊太郎 会員 

 

 



 

卓話「親睦事業について 」 川島吉博 親睦委員長 

 

 

 くずはロータリークラブの2015年クリスマス大家族例会は、平成２７年１２月１９日（土）

午後６時から午後８時半まで、リーガロイヤルホテルペリドット（ウエストウイング2階） 

にて行います。（尚、例会は5時から開始です。） 

 今回は、ゆっくりとおくつろぎいただけるように150名収用できる大きなペリドットをご

用意いたしました。 

 1部では、お子様から大人まで楽しめるマジックショーを身近でご覧いただけます。 

 ２部では、NHKの大河ドラマで主演を務めた和泉元彌氏の狂言をお楽しみいただき

ます。お母さんの節子さんも来られるのでお楽しみに。 

 ３部では、お子さんや奥様への素敵なプレゼントの他に、今回は会員向けの大くじ

引き大会を開催しますので、何か豪華賞品が当たるかもしれません。これもお楽しみに。 

当親睦委員会は、今年のクリスマスが家族の笑顔でいっぱいの想い出に残るものにしていただきた

いと思います。 

 尚、お子様たちの参加費につきましては、今回の申し込み書に記載の金額に関わらず昨年並みに

は考慮させて頂くよう努力致しますので、ご家族皆様での参加をお待ちしております。 

 ２０１６年くずはロータリークラブ春の家族会は、４月2日（土）クラブの会員間の親睦と家族との交流

を図ることを目的に開催する予定です。 

 伝統ある宝塚ホテルでの会食、１００年の歴史を誇る日本でも有数のミユージカル劇団である宝塚

歌劇団の観劇を予定しています。春爛漫桜の下、ぜひご参加ください。 

 

  川島 吉博  親睦委員長 

くずはロータリーの「クリスマス大家族例会」のみどころ 

 

今年もクリスマスまで、一か月余りとなってきました。今年のクリスマス大家族例会の出し物は 

会員の奥様や、お子さま、お孫さんには、普段目にすることのないものです。 

それは、和泉元彌氏による狂言です。 

元彌氏は、今年イタリア・ミラノ万博の「日本館」のイベントで、狂言を披露されました。 

時は遡り2013年9月伊勢神宮で行われた式年遷宮（２０年に一度行われる遷宮）で、元彌氏か

ら子どもたちへ、奉祝狂言の演目が伝えられました。 

 

二つの目の目玉は、各テーブルで披露されるテーブルマジックです。 

目の前でマジックを見て楽しんでもらえます。 

 

そして最後にサンタクロースからのクリスマスプレゼントもあります。 

 

是非このくずはロータリーの大家族例会を、ご家族のクリスマス会や年末の 

忘年会にしてください。 

例年、会員お一人での参加はもちろんのこと、大勢のご家族まで、いろんな 

参加形態があります。参加人数が多いほど、お子様の料金に還元できますので 

できる限りたくさんの会員、ご家族のご参加をよろしくお願い致します。    

                         広報委員長 田中 一眞 



2015年 １１・１２月 

日 月 火 水 木 金 土 

１１/１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

   １２：５０例会       

卓話 久保 勉 会員   

ゴルフ同好会

於：ABCｺﾞﾙﾌ

倶楽部 

  

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

野球同好会  

ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯  

決勝戦      

於：柏原高校 

試合開始9時 

 幹事会      

大東市民会館 

１２：５０例会        

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問     

ｸﾗﾌﾞ協議会開催    

百科事典寄贈式    

会員研修会（10年以下） 

   

２９ ３０ １２／１ ２ ３ ４ ５ 

   １２：５０例会        

年次総会クラブ協議会 

 地区大会 地区大会 本会議   

於：大阪国際会議場 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

   10日に変更 Ｇ公式訪問合

同例会    

於:仙亭 

  

〒573-1121大阪府枚方市楠葉花園町14-2 

樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 072-855-5125 FAX 072-855-5180 
Email: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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第１９７６回 例会出席報告（1１月11日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３９名 ７３．５８％ 

お客様  田邉 誠 様(枚方ＲＣ) 

     堀田修平 様(枚方ＲＣ) 

第１９７３回 例会補正後出席率８１．８２％ 

  メーク１０名  欠席１０名  除外１名 

ニコニコ箱 合計 \18,000 累計  \553,010 

○本日の配布物 

①１１月１８日週報 

○本日の回覧物 

①12月10日（木）ガバナー公式訪問合同例会出欠表 

②12月例会出欠予定確認表 

③2014-15地区委員活動報告 

○地区行事等出席報告（敬称略）   

11/17 ﾏｲﾛｰﾀﾘｰｾﾐﾅｰ       米田、田中一眞 

○地区行事等出席予定（敬称略）   

11/24 幹事会                    米田 

11/25百科事典寄贈式  

      小北、山口尚志、宮田、米田、稲田、粟津 

○メークアップ（敬称略） 

 11/17枚方ＲＣ         山口尚志、米田、國田 

          今平、川上、田代、塔下、江口、大橋  

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊野球 今シーズンは参加出来ませんでしたが 

 来シーズンこそは・・・・・・・  

＊誕生日祝を頂きありがとうございました 

＊ビジターでお世話になります 

＊例会訪問の喜びとお礼に 

畠仲  聡 

 

江口信昭 

堀田修平 

田邉  誠 

会員研修会のお知らせ 

＊日 時：2015年11月25日(水)18:00～20:30 

＊場 所：木曽路 枚方店（枚方市堂山3-34-1） 

＊出席予定者：研修委員、理事会メンバー 

       ロータリー歴10年以下会員 

＊会 費：5,000円 

第27回ガバナー杯争奪軟式野球大会 

 11月２２日（日） 
集合：8時 試合開始：９時 

くずはRC 対  八尾東RC 

  於： 柏原高校グラウンド 柏原市本郷5丁目993  


