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リー間の連携、その二つがあってこそ持続可能な
お役立ち、
「奉仕」になると理解いたしました。
当クラブも国際奉仕、ロータリー財団のグロー
バル補助金を活用したお役立ちを視野に入れる時
期かなと思いました。

会長挨拶 牧野 章一
皆さまこんにちは、師走となりま
した。本日は、年次総会・クラブ協
議会、次の 14 日は卓話例会、そし
て 21 日はクリスマス家族例会です。
クリスマス家族例会には、是非と
も奥様をはじめとしてご家族の参加をお願いいた
します。奥様そしてお子さん、お孫さんたちの笑
顔とくつろぎに、奉仕を高く掲げる私たちロータ
リアンの心の張り、元気の源泉が宿ると思うので
すが、いかがでしょうか。当日は、家族孝行に徹
して平成最後のクリスマスを心豊かにすごそうで
はありませんか。皆さまの積極的な参加をお願い
いたします。

明日からしばらく雪になるとの予報が出ていま
す。皆さま、
クリスマス家族例会が控えています。
風邪など召さぬようご自愛ください。
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委 員 会 報 告
ロータリー財団委員会―寄付のお願い
本山地区幹事 ―12/８地区運営会議・大谷 GE
壮行会について

12 月は「疾病予防と治療月間」です。これに
ついてロータリーの友 12 月号“命と心を繋ぐ活
動”の中で日本の医療チームがおこなっている海
外での医療支援が報告されています。命を繋ぐ医
療と、心を繋ぐ日本のロータリーと現地のロータ

幹
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報
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配布物：週報№ 20・2019︲2020 年度役員理事名簿
回 覧：ガバナー月信 12 月号

年次総会 次期理事・役員を承認
12 月７日、規定による総会の成立を確認後、
牧野会長が議長となり年次総会を開催いたしまし
た。議案は「2019︲2020 年度理事・役員について」
で、高坂会長エレクトから配布名簿にもとづき提

案があり、全会一致で承認されました。
大谷ガバナー就任の年度であり、クラブ員一丸
となり運営していくことを確認し、総会を終了い
たしました。
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クラブ協議会
◇牧野会長

非お心当たりの方をお知らせいただければ幸いで
す。

上半期の活動は、クラブ主要行事
関係で、８月１日川瀬ガバナー公式

◇クラブ奉仕Ｂ

訪問を始め計画にそって行われまし

大島委員長

前期の活動報告と後期に向けて

た。
事業関係では、10 月６日高田駅前プランター

クラブ奉仕Ｂではクラブ内のメン

植栽事業、11 月 11 日第 2560 地区 地区大会参加

バーの相互理解と親睦を深めるため
に努力をしてきました。

など多くの会員の皆さまのご協力を得て奉仕活動

プログラム委員会の魅力ある卓話者の設定で

そして地区交流を図りました。
すべて皆さまのご協力でできたことです。

前期の実質出席率は前年度に比べ５％改善してい

下半期は会員増強、そして胸襟を開いた、ポー

ます。また食事の余りも前年度に比べ少なくなっ
ているとお聞きしています。

ルハリスが言う少年の心がある例会等々嬉しいク

親睦委員会は納涼会・お月見の会で楽しい交流

ラブ運営に努めて行きます。改めて、皆さまのご

の場を設定し、会員相互の理解が深まりました。

協力をお願い申しあげます。

ニコニコ BOX へのご寄付はいま一つ努力が要
るようです。是非

ここで皆さまに理事会で審議された例会開催日

会員の皆様の慶事を共に分ち

合いましょう。

について報告をさせていただきます。

広報は会員の皆様に寄稿をお願いし、内容が充

下半期から例会は祝日のあった週を振替休日と

実してきました。

します。

クラブ奉仕Ｂでは各委員会の協力の元１月の

導入の理由は以下の通りです。
１．例会の出席率を高める

例会時に MyRotary の登録推進活動を行います。

２．委員会活動の充実を図る
（予算の確保含む）

是非ともご理解とご協力をお願いいたします。

３．大谷ガバナー年度準備等に伴う会員の負担減
４．事務作業の軽減

◇職業奉仕委員会

振替日の回数は、１・２・３月各１回、４月な

上期の活動は、

渡邉委員長

１．９/14 職場訪問…岩の原葡萄園

し、５月１回、６月なしです。

にて夜のワイン会でお楽しみ頂

なお、これは牧野年度下期の試験的試みという

きました（出席者 31 名）

ことで承認されたことを申し添えさせていただき

２．11/２移動例会…上越医師会での人間ドック、

ます。

看護大の高林先生より講話をいただきました
◇クラブ奉仕Ａ

髙坂委員長

（出席者 27 名）
下期の活動として、２月に職場訪問として関根学

年度前の６月４日に高田ターミナ

園第２体育館訪問を予定しています。

ルホテルにおいて会長、幹事にも出
席頂き合同委員会を開催しました。

◇社会奉仕委員会

本年度、会長が掲げられた会員純増三名に向け

伴委員長

会員増強委員会を中心に努めて頂きましたが、上

上期半期の活動として、

半期終了時点では叶っておりません。下半期も継

①７/１関川クリーン作戦（参加者
22 名：RAC １名含）

続して会員増強に努めますが、会員皆様からも是
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② 10/６地区補助金事業としての高田駅前植栽

生を送り出している竹内家になっていただきまし

プランターの設置を、大町小学校６年生・

た。現在、１月から３月のホストファミリーを必

高田駅前雁木の会・高田駅前振興会・高田

死に探しているところです。

仲町４丁目町内会・高田 RAC のご協力を頂

活動内容としては、交換学生の学校面、ホスト

き行いました。雁木通りに草花を植えたプ

ファミリーとの生活面でのフォローを中心におこ

ランターを設置することにより、高田地区

なってきました。また、ロータリーの活動への参

中心である高田駅前雁木通りを華やかにし、

加をサポートしてきました。

当地域への美化活動・振興に貢献するもの
◇青少年奉仕委員会

であり、通行する方々近隣住民の方々への

山崎委員長

高田 RAC の活動サポート及び活

癒しの一助になっていると思います。

性化を中心に取組みました。
◇国際奉仕委員会

中田委員長

上期取組み事項
１．会員増強：新規会員２名

＜上期活動報告＞

２．通常例会の内容充実化：会員卓話やディス

高田クラブとしてはじめて一年国

カッション

際交換学生を受け入れをしました。

３．初の試みへのチャレンジ：東京体験研修

交換学生を受け入れていただく関根学園高等学
校様に当クラブメンバーである渡邊先生のお力添

下期取組み事項

えをいただき、大変ご協力をいただきました。

上記に加え
１．アクト地区大会の成功へのサポート（市長

次にホストファミリーとの関係ですが、１番目

訪問・基調講演者調整等）

に大谷ガバナーノミニーのお嬢様のご家庭になっ

２．海外留学生との交流

て頂き、２番目のホストファミリーとして交換学

私もひとこと

AIについて
NTT東日本

山崎

公一 君

高田ロータリークラブに入会させ

をソフトウェアを通じて人工的に再現するもので

ていただき２年が経とうとしており

ある AI（人工知能）をどうサービス化していく

ます。諸先輩方々とご一緒させてい

かに事業がシフトしつつあります。今まで研究所

ただき勉強の日々です。また私みたいな新参者で

の実験段階で夢物語だった事が徐々に実現化され

もかつ業務の都合上行事に全て参加できていない

てきております。ペッパー君のようなロボットや

状況でも非常に温かく迎えていただき、また接し

自動運転技術、顔認識解析等特に 2020 年に向け

ていただき大変感謝しております。おかげさまで

てますます拍車がかかってくる事でしょう。弊社

楽しくロータリーライフを送っております。

も世界の社会の流れに必死にしがみついている状

さて私はテーマを「AI」とさせていただきま

態です。最先端もいいですが私としましては機械

した。私の勤務している NTT 東日本は電話・イ

が中心の未来型社会でも今まで通り人と人とが血

ンターネットを中心とする電気通信事業・情報通

の通ったコミュニケーションが取れる社会になれ

信事業が主軸でありますが、時代の流れに沿い近

ばいいなと思います。AI（エーアイ）は当然血

年は「モノ」や「コト」がインターネットを通し

が通っていませんが AI（愛・あい）がある人工

て繋がり遠隔操作やデータ収集・分析が可能と

知能が人間の生活をより便利で安心・安全にして

なった IoT や人間の知的振る舞いや思考の一部

くれればいいなあと思っております。
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