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第 1123_1124 回例会報告                           12 月  7 日

(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  12月   21日（水） 次週予告   1月  14日（日） 

◎ソング 「それでこそロータリー」 

           田辺 朱希美 会員  

◎プログラム 卓 話 

                   古川 彰治 会員 

◎ソング 「君が代」「われらの生業」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム 宝塚3クラブ合同例会 

    宝塚演奏家連盟コンサート（第 4回）           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

日本経済新聞は、経済産業省が人工知能（AI）

に国会答弁を下書きさせる実証実験を始めたと報

じました。 

政府は AIに過去 5年分の議事録を読み込ませて

過去の質問や課題などを分析させ、国会で出そう

な質問や政策課題などを問いかけて資料や下書き

を作らせます。 

将来的に AIが提示した下書きや資料を基に、職

員が国会答弁を作成することを想定していると言

います。 

国会答弁の下書きに AIを活用するのには、中央

府省職員の長時間労働が深刻であるため、公務員

の長時間労働を削減させるという狙いもあります。 

 中央府省で働く国家公務員の残業時間を調べた

ところ、9%の人が過労死ラインと呼ばれる「月 80

時間」を超えて働いていると判明しました。残業

になる要因を聞いたところ、「国会対応のため」と

いう回答が 2位になりました。 

国会議員からの質問通告が勤務時間後に来るこ

とが多いことなどから、答弁作成や協議などで深

夜や未明まで残業することが常態化していると言

います。 

世耕経済産業大臣は 11月の記者会見で、働き方

改革についてテレワークの導入を検討していると

説明しました。また、答弁をつくるプロセス自体

を見直して、効率的な答弁づくりを指示して検討

してもらっているとも話していました。 

国会答弁の下書きや資料を AI に作成させると

いう経済産業省の試みについて、ネット上には

続々反響があります。 

「政治にも人口知能の波が…」「SF な時代にな

った」と驚き戸惑う声もありますが、「素晴らしい

アイデア」「残業時間の削減になる」「仕事の生産

性が上がり、ワークライフバランスが維持できる

なら、とても良い」と賞賛する声など、実にさま

ざまな反響が投稿されています。 

また、企業業務効率化にも AIが活躍しています。

AIを活用した業務の効率化は既に実用化され、導
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入している企業があります。米国ではスポーツニ

ュースの執筆などに AIを活用しています。（A対 B

の試合は Aが 5対 6で負けましたなど） 

野村総研は今年 6 月、コールセンターなど窓口

業務で、問い合わせ内容を的確に理解し回答候補

を示し質問に答える AI 型ソリューションの提供

をスタートしました。 

三井不動産リアルティは 10月から、駐車場「三

井のリパーク」のコールセンターにおいて、AIを

活用して問い合わせ対応などを効率化・高度化す

る取り組みを始めました。 

 

本日の本は「キラーストレス―心と体をどう守

るか」NHKスペシャル取材班  NHK出版新書です。 

知らない内に、私たちの心と体をむしばむスト

レスを“キラーストレス"と名付け、そのメカニズ

ムを最先端の知見で明らかにしています。 

効果が実証されている「コーピング(ストレス対

処)」や、世界で話題の「マインドフルネス」など、

さまざまなストレス対策法も紹介しています。 

人間は悪いことだけではなく、良いことに対し

てもストレスを感じるようです。（上手く行き過ぎ

ていて次は失敗するのではないか？） 

「我慢するストレス」を慢性的に受けている場

合、「マインド・ワンダリング」と呼ばれる悪い思

考習慣に支配され増幅されていくため、このスト

レスホルモンによってガンを発症することもあり

ます。 

必要なストレスと上手くバランスを取る方法が

述べられていますので、命にかかわる場合に備え

て是非読んでみて下さい。 

ストレス大国ニッポンに生きる人々に警鐘を鳴

らす一冊です。 

 

 

今月 3日に行われた「宝塚ベガ・クラシックフ

ェスタの報告と年次総会を行ないました。 

次年度（2017＿2018年度）の役員の皆様です。 

役員 

会長 田辺 朱希美 

幹事 那須 範満 

SAA 野木 久子 

会計 石原 正裕 

理事 

クラブ管理運営 田中 哲三 

公共イメージ 木本 玲子 

会員増強 矢野 浩臣 

奉仕プロジェクト 阪上 栄樹 

ロータリー財団 槇野 稔 

直前会長 山本 章太郎 

よろしくお願い致します。  

 

 

○川添 裕照 君 

 宝塚ベガクラシックフェスタ無事円成、おめで

とうございます。山本会長、芝池幹事、役員の皆

様お疲れさまでした。 

 

○芝池 巌 君 

12月 3日（土）の宝塚ベガクラシックフェスタ

は、満席で大成功でした。皆様のご協力のおかげ

です。宝塚演奏家連盟の皆様以外にも宝塚ロータ

リー、宝塚武庫川ロータリーの各会長にもおいで

いただきステージで盛り上がりました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

□ソング 

 「君が代」「四つのテスト」 池田 美江 会員 

 

□お客様 

なし 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 23 1 84.38 

前々回 

11/16 
34 2 32 24 3 84.38 

 

□幹事報告 

年末年始の予定です。 

12月 11日（日）クリスマス家族例会 

12月 14日（水）休会 

12月 21日（水）古川会員の卓話 

12月 28日（水）休会 

2017年 

1月 4日（水）休会

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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1月 9日（月・祝）スポーツ百貨店  

午前 8時 40分 宝塚市市民体育館 集合 

1月 14日（土）（1月 11日の振り替え） 

宝塚 3クラブ合同例会 

（宝塚演奏家連盟コンサート第 4回） 

1月 18日（水）～通常に戻る 

 

12月誕生日の矢野会員、前田会員、那須会員、川

添会員そして桑田会員（休会）です。 

 

 

☆1124回例会（12月 11日 日曜日） 

クリスマス家族例会を盛大に開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今週の本 

「キラーストレス-心と体をどう守るか」 

NHKスペシャル取材班  NHK出版新書 

 

 

 


