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第 1148回例会報告                             6 月  21 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  6月   28日（水） 次週予告  7月   5日（水） 

◎ソング 「四つのテスト」 

                         野木 久子 会員 

◎プログラム 年度末最終例会 

            

◎ソング 「君が代」「それでこそロータリー」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム 役員挨拶 

    会長、副会長、幹事、会計                  

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 年度末ですのでこの一年を振り返ってのご挨拶

をさせていただきます。 

私は 1996年(平成 8年）クラブ発足から 3年目

に入会し、いつの間にか 21年目を迎えています。 

同時に入会したのは、今は故人となられました江

崎グリコの常務であった中村正二郎さんです。 よ

くポッキーの機械をヨーロッパから輸入して大成

功を収めたと話されていました。  

入会した当時はロータリークラブのことは全く

知らず、分からないことだらけの状態でしたが、

伊丹ロータリークラブの深川パストガバナーの職

業奉仕の講演は今でもしっかり心に残っています。

「 個人個人が奉仕することは大切であるが、限界

がある。ロータリアンはそのスピリットを自分の

経営する会社や所属する組織に持ち帰り伝えるこ

とで、自分の会社や組織のみならず社会全体にま

で、職業倫理をもって良い影響を与えることがで

きる。」という話でした。 それ以来、PTA 活動や

地域に根付いた活動をさせて頂いております。ま

た、11年前からは法務大臣から委嘱を受けた非常

勤の国家公務員として、犯罪や非行に陥った人の

更生を任務とする仕事をしています。  

2016-17 年度 RI 会長 ジョン F. ジャーム（米

国チャタヌーガロータリークラブ 所属）のテーマ

は、 

「人類に奉仕するロータリー ROTARY SERVING 

HUMANITY」社会貢献への熱意をもつ職業人が集う

ロータリー独自の力を生かせば、大きな目標も達

成できるとされています。 また、ロータリーがさ

らに前進するためには、意欲と思いやりと知恵に

溢れた人たち、並びに新たなパートナーシップが

もっと必要であると述べています。 

私たち宝塚中ロータリークラブは、次年度に創

立 25 年目を迎えますが、地区では大きな功績を

残しており、それは女性会員が地区で一番多いこ

とにも起因します。少し古い統計ですが 2012年現

在、世界の女性ロータリアンの数は 21万 5千人で

あり、日本では約 4千人です。女性会員の比率は、

世界では 19％、日本では 5％に過ぎません。当ク 
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ラブの女性会員の比率に至っては今期 26 パーセ

ントで、日本でも有数のクラブと言えます。 

 幸いにも当クラブは前年度、地区補助金による

奉仕プロジェクトとして宝塚テニス協会と協賛し

た「スポーツ百貨店」を成功させました。  

地区補助金の性質上、2 年以上同じプロジェク

トには使えないため、本年度はその素晴らしい成

果を継承しつつ、新しい地区補助金による奉仕プ

ロジェクトである「宝塚ベガ・クラシックフェス

タ」を宝塚演奏家連盟の皆様と共同主催にて行う

ことが 2680地区により承認されました。 

当日は宝塚 RC、宝塚武庫川 RC の皆様にもご協

力を頂き盛大に開催することができました。ロー

タリーが特に力を入れているポリオ撲滅活動のパ

ネルも神戸南 RCからお借りすることができ、地域

に対しての啓蒙もできました。 

当初の目的である宝塚から世界に羽ばたく「優

秀な若い演奏家」の発掘と育成の一助になれたこ

とを嬉しく思います。 

また、クラブ内では 6 回の音楽界を開催し、ク

ラシックの素晴らしい演奏を楽しむことができま

した。 

1 月には昨年度に引き続き第 3 回の「スポーツ

百貨店」を開催しました。小学生の申込者は 1000

人を超え、地域に根付いた活動に育っています。 

2 月には当クラブが主催する阪神第 3 グループ

の IMを成功させました。 

また、当クラブでは初めての RYLA（青少年育成

プログラム）の体験も、今後に生かせるよう努め

たいと考えています。 

無事大役を果たすことが出来ましたのも、理

事・役員の皆様、各委員会の委員長の皆様、会員

の皆様のご理解ご協力の賜物だと感謝致しており

ます。１年間本当にありがとうございました。 

 

今回の本は「人工知能と経済の未来 2030 年雇

用大崩壊 」文春新書 井上 智洋著です。 

人工知能(AI)が目覚しい発展を遂げています。

小説を書いたり、将棋で名人に勝ったりと日々ニ

ュースを賑わせています。また、AIを搭載したロ

ボットも活躍しています。 

このまま技術開発が進んでいくとどうなるので

しょうか。2030年には、AIが人間の頭脳に追いつ

いてしまう可能性があるとのことです。 

ホワイトカラー事務職は真っ先に職を奪われま

す。最大で人口の 9 割が失業する可能性もあると

筆者は推計しています。 

イギリスで蒸気機関が開発されることで、産業

革命が起こり、日本は、明治維新によりこの流れ

に乗ることができた為、先進国の仲間入りができ

ました。しかし、中国は乗り遅れて後進国となり、

西欧列強による植民地となることで、辛酸を舐め

たため、絶対この鉄は踏まないと決意して、世界

一のスーパーコンピューター先進国に躍り出てき

ました。 

私は近い将来、日本がコンピューターと AIに仕

事を奪われる不安を漠然と感じてきました。この

本はどんな仕事がなくなって何が残るか、マクロ

経済的視点から教えてくれます。とてもためにな

りました。 

 

 

年度末会務報告を会長メッセージとして掲載。 

 

国際大会報告 

            田辺 朱希美次期会長 

皆様こんばんは！ 

アメリカのジョージア州アトランタで開催され

ました、「世界で良いことを」の 100年を祝ってロ

ータリー国際大会へ参加してまいりました。 

6 月 8 日私は成田からダラス経由でヌンフィス

へ！今回の旅は「国際大会参加とアメリカ合衆国

南部 4大都市を満喫する 9日間」です。 

東京井之頭 R.C のメンバー様５人（内、女性会

員お一人）とご一緒になりました。私は淋しく宝

塚中 R.Cから代表で一人参加です。（夫が今回、付

プログラム 
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き合ってくれましたので）ってお話を致しました。 

井之頭 R.C のメンバーの方々は、とても良い

方々でロータリアンって不思議ですね？直ぐに親

しくなれる安心感！！そんなお仲間との旅でした。 

メンフィスは皆様もよくご存じだと思います。

エルビスプレスリー!!そのエルビスプレスリーが

後半生を過ごしたグレースランドなど見学致しま

した。 

夜は「B.B キングブルースクラブ」で豚のスペア

リブを頂きながら乾杯。 

隣の席には豊田 R.C のメンバーの方々が。旅の

スタートは大いに盛り上がりました。 

翌日 9 日は、ナッシュビルへ。そしてその翌日

10 日はジョージア州のアトランタへ入りました。

11日はロータリー国際大会の開会式へ。バスでジ

ョージア・ワールドコングレスセンターへ！第二

回目の 15：30～の式典に参加致ました。 

「100 周年の鐘」財団の 100 周年を記念してイ

タリア・アニョーネにある 1000年の歴史を誇る鋳

造所が制作したそうです。その鐘が贈呈されまし

た。そして、歓迎の辞がバリー・マシソン国際大

会委員長、又、ロバート・L・ホール国際大会ホス

ト組織委員長の御挨拶があり、各国の国旗入場が

始まりました。 

日本の日の丸の国旗が登場した時は、日本人の

参加者の方々から大歓声が上がりました。 

そして、ジョン・ジャーム国際ロータリー会長

は「今大会でネットワークと交流を広げるように、

そして新しい友人をつくり、仲間との交流を深め

ること」と語られました。又インドの慈善家、事

業家のラジャシュレー・ビルラ夫人はロータリー

撲滅活動に新たに 100 万ドルを寄付することを発

表されました。ビックリです。 

私は 11日の本会議だけの参加でしたが、この後

の会期中には、ビル・ゲイツさん、又、プロゴル

ファーのジャック・ニクラウスさんなど講演者は

豪華な顔ぶれでした。 

今回、国際大会に出席して、ロータリーの国際

性を実感出来、世界中から集まるロータリアンの

エネルギーに本当に圧倒されました。 

私はその後、ニューオリンズへ。井之頭 R.C の

メンバーの方々と、又、札幌東 R.C のメンバーの

方も増えて計 13 名でニューオリンズの２日間の

旅を楽しみました。 

南部４大都市の旅の思い出話、写真などは又、

別の機会にお話し出来ればと思います。 

今大会の参加者は 42,100人 

参加者の出身国、地域の数 174 

日本人の参加者は 3,000人とか？ 

私共 2680地区の室津ガバナーと、次々期のガバ

ナーエレクトの矢野様と同じホテルでございまし

た。簡単ではございましたが、国際大会の御報告

とさせて頂きます。 

2018年 6月 23日～27日ロータリー国際大会は、

カナダオンタリオ州のトロントだそうです。 

 

                  

 

○田辺 朱希美 君 

皆様、こんばんは！ 

アトランタ国際大会に付き合ってくれた夫の源さ

んに感謝。ちょっと気になるのはアルコールが入

ると、ヒモですなんて言う源さんにプンプンです

が・・・・ニコニコ 

 
本日のニコニコ     10,000円 
本日までの合計  1,188,820円 

 

 

□ソング 

「奉仕の理想」  

                          田村 久子 会員 

□お客様 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 22 1 70.97 

前々回 

6/7 
33 2 31 21 6 87.10 

□幹事報告 

次回例会は年度末最終例会（フリートーク）とし

ます。 

 

リフレッシュ・エクササイズ №288 

★24期・第 9回、通算 288回目の「リフレッシュ・

エクササイズ」です。 

今期最終となりました。よろしくお願い致します

ニコニコ箱 

週間報告 



 

4 

◆梅雨に入っています。今年も早くも 6か月が終

わろうとしています。 

山本丸の接岸間近です。お疲れ様でございました。 

日中は、早くも真夏日言われるほど暖かですが「水

分の吸収」を小まめに行い、熱中症に気をつけて

お過ごし下さいませ。 

 

◆一気にバランスを整えるエクササイズ、夏用の

心身に移行させます。ご一緒にどうぞ！ 

 

①足を腰巾に開き、前回の「火吹き竹」深呼吸を

意識しつつ、身体中の関節を全部使いなが深呼吸

2回。 

②足を腰巾の 2倍に開き、両手を肩の高さに構え

ます。 

③そのままの姿勢で 息を吸いながら両腕をバン

ザイします。 

④息を吐きながら、ゆっくりと足首を掴みます。

ご自分の身体の声を聞きながら無理なく。ヒザは

伸ばしたままで、ヒザ・スネ・足首など届くとこ

ろを持ちます） 

⑤暫くそのままで自然呼吸します。 

⑥吸いながらゆっくり・ゆっくり上体を起しバン

ザイします。 

⑦吐きながら 4）と 5）を行います。（普段上にあ

る頭を下にしますので、脳細胞が一段と活性化致

します） 

⑧吐きながら腕をもどします。脚踏みして呼吸を

整え親指を中にして笑顔でしっかり「クンバハカ」

して終わります。 

 

★今期はこれで終わりです。一日に気が付いた時

に行ってみて下さい。気分転換 にもなります。

皆様の「健 幸 長 寿」をお祈り致します。 

ありがとうございました。 

                  －完－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

[人工知能と経済の未来 2030年雇用大崩壊] 

文春新書 井上 智洋著 

 

 

 


