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＜点 鐘＞ 会長 田中 雅昭 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 田中 雅昭 
 

皆さんこんにちは。 

日々除雪に追われ、体のあちらこ

ちらが悲鳴を上げ始めていませ

んか。お体には十分にご留意くだ

さい。 

さて、我々の仲間であった会員の

平川リサさんが 1月 1日付けで退

会されました。大変残念なことで

すが、現在仕事上ほとんど京都と東京に出張され頑張って

お見えです。本人は「ここ 2・3 年とても忙しく、皆様に

ご迷惑をおかけする」と言う事でした。「落ち着いたらま

た高山中央ロータリーにお世話になりたいとの思いがあ

ります」との旨を皆様にお伝えください、との事でした。

またお会いできることをお待ちしております。理事会にて

承認されましたので報告いたします。 

さて、今日は人工知能の話を少しかじってみたいと思いま

す。グーグルの子会社で人工知能（ＡＩ）の研究をしてい

る英ディープマインドが開発した「アルファ碁」が韓国の

プロ棋士イ・セドルに勝った話は世界中の話題となりまし

た。囲碁の終局までの手順は 10の360乗とされています。

この人工知能は予想関数で「置く確率」が高いとされた場

所のみを探索する機能でハードでは出来ないと言われて

おります。今や人工知能は絵を描いたり、夢までも見るこ

とが出来、夢の風景までも描写するそうです。いずれ我々

は人工知能に支配され人工知能代表取締役や人工知能総

理大臣が出てくるとも限りません。某大統領と人工知能が

云い合いをすれば面白いことになるかもしれません。100

年 200年先は分かりませんが、人工知能ロータリー会長だ

けは造りたくないものですね。 

さて会長支持率やいかに！！ 

 
 
 
 
 

＜幹事報告＞ 幹事 中田 学 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・2月ロータリーレートのお知らせ 1＄＝116円 

 ・故石井惣司パストガバナーお別れ会のご案内 

   日時：2月 14日（火）13:30～15:00 

   場所：四日市都ホテル 4階「伊勢の間」 

 

◎国際ロータリー第 2630地区 

 ガバナーエレクト事務所より 

 ・2017－18年度 

 地区大会クラブ会員半数以上の登録のお願い 

 

○四日市ロータリークラブより 

 ・事務所移転のお知らせ 

  新住所 〒510-0075 三重県四日市市安島 1-3-38 

             四日市都ホテル 2階 

 

○ロータリー日本財団より 

 ・確定申告用寄付金領収書 

                   

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・確定申告用寄付金領収書 

 ・リーフレット 

 

＜東海財務局岐阜財務事務所より＞ 

 ・財務省主税局による税制等に関する講演会のご案内 

   日時：3月 6日（月）13:30～15:00 

   会場：岐阜合同庁舎 5階会議室 

 

 

＜会員維持増強委員会＞ 
 委員長 坂之上 健一 
 

本日の担当例会は、地区会員増強部

門委員の「平林英一氏」に地区の現

状と方向性について卓話をして頂

きます。 

又、当クラブで前回行った「会員満

足度アンケート調査」の結果につい

ての結果報告です。 

問 1 高山中央ＲＣの会員であることの満足度 

100％の会員が満足 

 

◆会長  田中 雅昭   ◆幹事  中田 学   ◆会報委員長 津田 久嗣  ◆会報担当 大原 誠 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1118 回 
59 名 58 名 49 名 － 84.48％ 

前々回 

1116 回 
59 名 58 名 44 名 5 名 84.48% 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2016～2017 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「情熱と友情そして・・・永
と

遠
わ

に」 

＜出席報告＞ 
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問 2 例会の雰囲気や会員につての満足度 

90％の会員が満足 

問 3 例会運営についての満足度 

90％の会員が満足 

問 4 コミュニケーションについての満足度 

85％の会員が満足 

問 5 会員が払う費用についての満足度 

71％の会員が満足 

問 6 会員である事の満足度について 

87％の会員が満足 

問 7 クラブへの参加について 

78％の会員が積極的に参加している 

結果として、当クラブの会員満足度は高いが 100％ではな

いです。100％にどれだけでも近づけるよう満足のいくク

ラブ作りに力を入れ、楽しいクラブ作りをしていかなくて

は良いロータリークラブにはならないです。 

 

 

＜卓 話＞ 地区会員増強委員 平林 英一 
 

2016年規定審議会の決定 

☆クラブ定款の独自設定可能 

☆例会と出席 

毎週から月 2回 

☆出席免除「85」ルール 

会員歴 20年以上で年齢とプラ 

スして 85以上 

☆家族会員、法人会員、準会員 

ＲＩ人頭分負担金は、徴収 

☆奉仕プロジェクト、交流行事を例会とみなす 

2016～2017 地区テーマ 

「最も出席するもの最も報いられる」 

職業奉仕の実戦と倫理観の向上 

人として哲学を知る 

今懸念 

ロータリー財団がメイン 

人集めと金集めなのか 

ロータリー会員 

高齢化で自然減 5％ぐらい 

会員数が減る 

少数クラブの解散 

若い人が入会すればよいのだが、クラブの合併の選択もあ

るようだ 

団塊の世代の 2025年問題  

増え続ける後期高齢者。ロータリーも会員数、活動におい

て相当影響があります。そのとき 70 代会員は存在感を維

持できるかが問題です。 

高山中央ＲＣ平成 3 年創立時の平均年齢 40 代で現在 50

代半ば、10年後 60代かもしれません。 

私はそれも良しと思うのですが、団塊の世代は経済力・行

動力、いろんな分野での存在感は生き続けるような気がし

ます。 

クラブに於いて若い人は知る、古い人は習うという意識も

楽しみです。先輩後輩で育てる、そして育てられます。交

流を楽しみ、それこそ自分自身の存在感を感じられる生き

がいとなります。 

会員増強が会員の心の活性化に、そして女性会員の増強が

品格の向上になります。昔、高山中央ＲＣがあまり上品な

クラブでないといわれたことがありました。今は相当変わ

ってきたと思います。年齢もあるかもしれませんが言葉、

態度など意識が自然と良くなってきました。女性会員は多

くの男性に囲まれ美しく、そして人として品格を意識し、

当然男性も自然と心を磨くこととなります。 

ロータリアンとして、今後も会員の仲間を増やし、自分を

そして仲間を、人として磨いていきたいです。 
 
 
 

 
 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
以前、鶯塚さんのニコニコに「君の名は。」を観たとの事
だったので、私も高山で上映されたので観ましたが、１回
だけでは理解できませんでした。一人で 2回 3回と観るの
で興業収益が高いと思われます。 足立 常孝 
 
本年はスタートより欠席が続きすみませんでした。 
 久々野 国良 
 
誕生日プレゼントありがとうございました。 和田 良博 
 
誕生日のお祝いの品をありがとうございました。明日また
無事に一つ年を重ねる事が出来ます。感謝を込めてニコニ
コへ。 中田 学 

 
 
 
 
今年初めての出席です。誕生日プレゼントありがとうござ
います。 渡辺 甚一 
 
前回は誕生日のお祝いありがとうございました。雫宮の協
賛金及び担ぎ手、まだまだ受け付けておりますのでよろし
くお願いします。 都竹 太志 
 
誕生日と言う事で心温まるメッセージやハゲましの言葉
を頂きありがとうございます。残すところ後 1年、苦難の
1年になりますが何とか頑張って行きたいと思います。実
行委員長が本国に帰省していることもあり本日の誕生会
は延期です。2月に会費制の大お誕生日会をやりますので
よろしくお願いします。 高木 純 
 


