
国際ロータリー第 2550 地区 

 
国際ロータリー会長：バリー・ラシン 
第 2550 地区ガバナー：  伊東 永峯 
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142 
      宇都宮グランドホテル内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      E-mail: m2550@agate.plala.or.jp  
 

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-5 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：国民の祝日を含まない週の水曜日 
                12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2846回  村山年度  第29 回  会報 2019  4-10   司会  荒牧明二君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  井出法君 （出席規定の免除会員数7名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日  4月10日 37（7） 31（4） 6（3） 91.1％ 

前回  4月 3日 37（7） 30（3） 7（4） 90.9％ 1 93.9％ 

前々回 3月27日 37（7） 30（4） 7（3） 88.2％ 1 91.1％ 

お客様 

 ブルース フラーム・菅原順子ご夫妻  
(レイクオスウィーゴRC Lake Oswego) 

会長挨拶 村山茂会長 

スマートスピーカー（以下、AIスピーカーと略）をご
存知でしょうか。あるいは、もうお使いになっておら
れる方もいらっしゃるかと思いますが、簡単に説明
しますと、そのスピーカーに音声で何らかの支持を
与えると、目的の作業が行われるというものです。         
 例えば、お風呂を沸かせとか、テレビを付けろと
か、照明を点けろとか、あるいは、天気予報、イベ
ント情報等外部情報の収集とかです。もっと言え
ば、スマホでAIスピーカーに指示を送ることもでき
ます。逆に、家の中の状況を確認することもできま
す。 
 今まで、コンピューター等デジタル機械の操作は、
キーボード、マウス、指によるスワイプが主流でし
たが、最近では音声による操作が急速に普及して
まいりました。秋間会員はもう何年も前から使用さ
れていましたが、例外です。 
 IOTという言葉も最近は普通に使われますが、物
がインターネットで繋がり、AIを通して最適な運用
を行うとともに、それで得られた膨大な情報をもと
に、更なる運用を重ねる。まさに、情報は宝です。 
 日本では問題ありませんが、ロータリーで重点項
目として挙げられているように、世界では識字率が
低い地域もまだまだございます。インターネット回
線があっても文字が読めないと使えませんが、音
声なら使えます。その人数たるや、10億人を超え
るそうです。 
 お判りでしょうか、大きなビジネスチャンスというこ
とで、またまた、アマゾンやらグーグルといったモン
スターカンパニーの登場です。彼らが主導して今
日の環境を構築してまいりましたが、その活用方
法については、まだまだ色んな可能性があるよう
でございます。彼らもそれを求めております。 
 デジタルテクノロジーの可能性は、まだまだ広
がっていくことは間違いございません。それが生み
出す情報という資産が一部の企業に寡占的に収
集され、また、それを悪意に利用する者、国がある 

 皆様、今日は。先週は、親睦委員会の皆様のお
計らいにより、観桜会を楽しませていただきました。
クラリネットとピアノのアンサンブル演奏、そして、
お食事、会場の演出など素晴らしい内容で、感激
いたしました。心から感謝申し上げます。 
 さて、以前にも少し触れたかとは思いますが、AI 
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というリスクはございますが、前向きに捉えていくべ 
きだと考えております。最近、義務教育のカテゴ
リーとして正式に採用されるとの報道がございまし
た。一部で、その是非について論争があったようで
すが、必要な人材を育成することに躊躇う必要は
ないと考えます。皆様は、どのようにお考えでしょう
か。 
 以上、本日のご挨拶といたします。ご清聴有難う
ございました。 

幹事報告 植竹一裕幹事 

村山年度第29回幹事報告 
 ガバナー事務所より4月のロータリーリソースが

届きましたので、回覧致します。 
 那須保護司会より協賛金に対する礼状が届き 

バナーの交換 

委員会報告 大島三千三副会長 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

 ゴルフ愛好会 和気勝利君 
 レイクオスウィーゴRC Lake Oswego 

ましたので、回覧いたします。 
 被害者支援センターとちぎより、2019年度賛助

会会費の請求が届きました。藤﨑社会奉仕委
員長にお渡しいたしました。 

 本日例会終了後、村山年度第14回理事・役員
会を開催いたします。理事・役員の皆様はお残
りください。 

 皆さん今日はゴルフ愛好家から連絡申し上げま
す。第1グループのゴルフコンペが5月19日に那須
野ヶ原カントリークラブで行われます。現在9名の
方の参加を頂いております。参加費5,000円を口
座引き落としさせて頂きますのでご連絡申し上げ
ます。 

 社会奉仕委員会 委員長 藤﨑善隆君 
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 皆様こんにちは社会奉仕委員長の藤﨑です。4
月27日足尾植樹ですが、バスご利用の方は、7時
30分石山出発とさせて頂きます。 
 次年度幹事より、本日村山年度理事役員会終了
後、次年度の理事役員会を行いますので、該当の
方はお残り下さい。 

ニコニコボックス 前田貴宏君 

鈴 木 久 雄 君 結婚祝いありがとう御座いま
す。 

藤 崎 善 隆 君 誕生祝い有難うございました
長男入学、次男入園しまし
た。 

大 森 貞 男 君 今朝、福島県花見山公園に
行って来ました。沢山の花が
見事に咲いてきれいでした。 

前 田 貴 宏 君 長男が高校に入学しました。
ありがとうございました。 

相 馬 征 志 君 もし叶うことなら、南の国へ移
住したい思いです。 

ブルースフラム様 楽しいオレゴンへぜひいらし
て下さい。 

出席委員会 
委員長 佐藤博君 

 皆さん今日は本日は出席委員会の担当ではご
ざいますが、定款細則検討委員会の月江寛智様
より2019年規定審議会の卓話となりますので宜しく
お願いします。 

 クラブ定款細則検討委員会 
委員 月江寛智君 

 ４月１４日～１８日にかけて、シカゴで２０１９年規
定審議会がひらかれます。 
 今回は１１６の立法案が提出され、私の関心のあ
る提案についてその一部を紹介し、案件と提案要
旨の概要をプロジェクター映像で解説しました。 
 やがて審議結果が公表されクラブ定款が決まり
ますが、それを受けて当クラブの定款細則検討委
員会でクラブ細則の検討を行う運びとなります。 
 また、規定審議会がどのように進められているか
動画で紹介しました。 
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（主なページを抜粋） 



次回例会   平成31年4月24日   担当 ロータリー情報委員会 
近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

4月10日欠席(敬称略) 
荒井昌一・黒澤洋一・髙木慶一・戸野俊介
檜山達郎・小野安正 
4月 3日欠席(敬称略) 
荒井昌一・黒澤洋一・齋藤幸夫・佐藤博 
瀬尾紀夫・田中徹・和気勝利 

前回 4月 3日分メークアップ(敬称略) 
田中徹 
前々回 3月27日分メークアップ(敬称略) 
大島三千三 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 4 
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