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	 副会長　円田　浩司
　2016〜17年度も残すところ
あと1ヵ月半となり、私自身も
次年度モードになりつつありま
したが、本日急遽出番をいただ
き、増本会長には感謝申しあげ
ます。
　個人的に最近気になった話題として、人口
減少問題があります。新聞記事によれば我が
長崎県の人口は、2015年は137万7千人でした
が、40年には102万1千人になるという予測が
発表されたとのことでした。25.9％という減
少率は九州一だそうで、わずか25年で4分の3
になってしまうという記事は、私にとっては
かなりの衝撃でした。原因としては少子化は
もちろんですが、進学や就職による若い世代
の他県への流失が大きな要因とのことでし
た。人口減少は日本全体の問題で、一朝一夕
に解決することではないとあきらめる前に、
クラブの会員確保という問題以上に会員企業
存続のために、ロータリーとしても魅力ある
郷土づくりのお役に立つことが何かできない
かなあと思いました。
　さて、本日夜は次年度の大委員会が開催さ
れますし、土曜日には地区研修･協議会が佐賀
で開かれる予定となっており、2017〜18年度
も本格的に動き出しておりますが、本年度を
無事に締めくくってこその次年度ですので、
皆様の最後までのご理解とご協力をよろしく
お願い致します。
	 以上	
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2016〜2017年度	第5グループガバナー補佐
	 武部　勝海さん
　ガバナー補佐を拝命し、４回
程度の各クラブ訪問を考えてい
ましたが、前期終了時に訪問す
るのが遅れてしまいました。
　当初、ガバナー補佐の役目
は、ガバナーの仕事を助けるの
が役目と思い、ガバナーの指示を受けており
ました。もう一方、卓話や助言をすべきだっ
たのでしょうが、出来ませんでした。今年度
は、第５・第６グループでは、I・Mを開催しま
せんでした。I・Mの主たる目的は、３年未満
の入会者にロータリーを理解していただくも
のと考えていましたが、その役目を各クラブ
の家庭集会でやってもらうことにしました。
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ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
　2017年5月13日㈯〜14日㈰
に、第35回年次大会が開催さ
れました。参加人数は全員で
100名、そのうち駒井ガバナー
エレクトをはじめとして、ロー
タリアン22名、アクターは、地
区外（2690、2700、2710、2720、2730）から
33名、地区内８クラブから45名の参加があり
ました。
　まず開会式は、ANAクラウンプラザグラバ
ーヒルにて、地区代表の点鐘で開式となり、
駒井ガバナーエレクトより「ロータリーは若
い指導者を育成するためのクラブであり、イ
ンターアクトの経験からローターアクトを経て
ロータリアンになってほしい！」と今後のリー
ダーにとって必要要素をお話いただき、他地
区のアクターも聴き入っていました。
　そして、いままで活動してきた「クラブ報
告」では、長崎国際大学ローターアクトOB
で、現･唐津東ローターアクトクラブメンバー
かつ代表補佐として、あの瀧浪くんが司会を
務め、しっかりといままでの経験をもとにリ
ーダーシップを発揮してくれているのを見
て、すこし頼もしく感じました。
　さて、活動報告ではパワーポイントを使っ
た報告や、自分たちで活動してきた写真を動
画にして放映したり、鹿島ローターアクトクラ
ブは、最新の芸人「ブルゾンちえみ	with	B」
のモノマネを織り交ぜたクラブ報告で、どち
らかと言うとクラブ報告はほとんど頭に入ら
ない素敵な真似ぶりが衝撃的でした。ちなみ
に長崎国際大学のメンバーは実習などでその
時間には参加できず、報告できない状況だっ
たのが残念です。
　次に会場が変わりましてレセプションです
が、グラバー園の来場客が全て退場された後
に会場を作って、長崎らしい景色と、長崎ら
しい和洋折衷料理が出され、他地区の方々に
は評判が良かったと思われます。
　私は次に予定がありましたので、二次会等
に参加できませんでしたが、自分がローター
アクトに所属していた10年前は、地区内アク
ター人数が100名ほどいて、12クラブあり、
年次大会の時は同様に他地区からの参加も100
名あり、佐世保ローターアクトクラブ時代に

　しかし、私がガバナー補佐となり、いろい
ろな会合に出席したため、多くの友達がで
き、顔見知りが増えました。やはり、ロータ
リーは親睦が一番だとつくづく思いました。
できれば、来期は、I・Mを開催していただき
たいと思います。
　たいしてお役にたてませんでしたが、皆様
のご協力に感謝いたします。ありがとうござ
いました。

2017〜2018年度	第5グループガバナー補佐
	 岩崎　邦臣さん
　本日、訪問させていただきま
した第2740地区 第5グループ
2017〜2018年度ガバナー補佐
の岩崎邦臣でございます。第１
回目のガバナー補佐訪問です。
　ガバナー補佐の仕事は、駒井
英基ガバナーの方針を各クラブに伝達し、各
クラブの現状と活動方針・内容を把握し、ガ
バナーに報告することだと思っております。
　新年度、１年間ご指導ご協力を宜しくお願
い致します。

	 幹事　松尾　文隆
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「	ハイライトよねやま206号」が届いており
ます。

	
２．陸上自衛隊西部方面混成団長兼
　　相浦駐屯地司令	 中澤　　剛	様
　観藤会ご臨席お礼状
	
３．長崎県民センター長
　	平成29年度「ながさき県政出前講座」テーマ
の決定及びホームページ掲載について
　	「	長崎県庁ホームページ」—「みなさまの声」

—「県政出前講座」

	 次年度幹事　坂元　　崇
　本日5月17日㈬ 17:00より、
次年度第5回期前理事会をアイ
トワにて開催いたします。その
後、18:30より大委員会を、同
じアイトワにて開催いたしま
す。お時間、場所のお間違いの
ない様よろしくお願い致します。

委員会報告

幹 事 報 告

次年度報告
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ホストクラブをした時は会場をおさえたり、
案内などがかなり大変だったことを思い出し
ました。しかし、今は人数がその半分であ
り、今では若年層の県外流出や人口減少で、
今回の年代で長崎東ローターアクトクラブが解
散になることは非常に残念です。これからの
会員増強として課題となりますが、いかにロ
ータリアンとアクター並びにインターとの繋
がりで、様々な方々に知っていただくことが
大切であるかということを感じる時間でした。
　次年度は西村青少年奉仕担当理事と、木村
ローターアクト委員長ですので、是非とも多
くの若い世代の活躍ができる環境づくりを期
待しつつ、ローターアクト年次大会の報告と
させていただきます。

ローターアクト委員会	 廣瀬　章博
（大神吉史委員長 代読）

RAC例会報告
　去る5月11日㈭、ホテルオークラJRハウス
テンボスに於いて、長崎国際大学RAC第158
回例会が開催され、青少年奉仕委員会	古賀　
巖委員長、ローターアクト委員会	松尾　貴副
委員長、坂元　崇さん、そして私の４名で参
加いたしました。
　会の冒頭には長崎国際大学の国際交流･留学
生支援室の塚原和之係長もお見えになりご挨
拶いただき、ローターアクトのメンバーも、
中国、香港や韓国からの留学生を中心にメン
バーが増えており、とても活気ある例会が開
催されました。
　例会の中では今はやっているという「人狼
ゲーム」を行い、ローターアクトのメンバー
との交流も深められたと思います。
　合わせまして、明日、長崎国際大学食堂に
おきまして第159回例会が開催されます。ロー
ターアクトクラブ支援のため、是非ご出席く
ださいますようお願い致します。

	 囲碁･将棋同好会　平尾　幸一
　役員交代式記念囲碁･将棋大
会のご案内です。6月21日㈬
17:30より、ニンジンクラブで
行います。

	 親睦活動委員会　西田　勝彦
○今月の誕生祝い
　高畑　和憲さん（3日）
　長浜　陽介さん（4日）
　安部　直樹さん（19日）
　加納洋二郎さん（24日）

	 親睦活動委員会　橋詰　文雄
次年度第5グループガバナー補佐
岩崎　邦臣	様
　次期ガバナー補佐の岩崎邦臣でございま
す。本日は、第1回目のガバナー補佐訪問で
す。新年度、一年間ご指導、ご協力をお願い
申しあげます。

円田　浩司副会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、福田　金治ガバナーノミニー
富永　雅弘次年度会長
坂元　　崇次年度幹事
山縣　義道さん
　第5グループガバナー補佐	武部勝海さん、
次年度第5グループガバナー補佐	岩崎邦臣さ
んのご来訪を歓迎してニコニコします。

ニコニコボックス

慶　　　祝

囲碁・将棋同好会より
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円田　浩司副会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、古賀　淳二さん
橋詰　文雄さん、福田　金治さん
大神　吉史さん、石田　謙二さん
　㈱NTTデータ九州、法人ソフトウェア事業部
法人ビジネス部営業担当課長	大谷裕司様の
卓話に期待して。

安部　直樹さん、加納洋二郎さん
長浜　陽介さん、高畑　和憲さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

『	人工知能の最新動向に見る
	働き方改革のヒントについて』

　株式会社 NTTデータ
　コンサルティング＆
　マーケティング事業部

　　　課長　大谷　裕司	様

　ＡＩ（人工知能）エンジンには第一世代から
第四世代に至る発展の変遷があり、世の中で
謳っているＡＩ活用は、用途、レベル感に応
じて各世代ごとの特性を考慮して適宜チョイ
スし、利活用されているのが実状（対象業務に
よっては、必ずしも、最新世代のＡＩエンジン
である必要はない）。
　具体的には、聴覚（音声認識）、視覚（画像認
識）など人間が本来持っている五感機能にＡＩ
エンジンおよびセンサー（IoT）の補助を与える
ことにより、リアルタイムに、大量情報の処
理を不確実性（変動要素）のある業務に対して
行うことができるようになり、ホワイトカラ
ー労働者を中心に幅広い領域において日々の
業務をＡＩに代替される日がそう遠くはない
状況になりつつある（これをネガティブに考え
る必要はなく、労働人口減少への対応手段、

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦

（今週の担当：西村　一芳）
（カメラ担当：松尾　　貴）

＊5〜6月  例会卓話者予定＊	　
５月31日	 	炉辺会合
	 福田　金治パスト会長

６月７日	 新会員　福田　金吾さん
	 （㈱福勇商店　代表取締役社長）

６月14日	 	佐世保工業高等専門学校
	 校長　工学博士	 東田　賢二	様

６月21日	 	クラブ協議会
６月28日	 		クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／6月 6 日㈫　17:00〜　〔予定〕
　　　6月20日㈫　17:00〜　〔予定〕
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／5月25日㈭　19:00（食事）〜　〔予定〕	
会場／長崎国際大学	食堂　　

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

卓　　話

さらには、社員をもっと上流業務にシフトさ
せていくきっかけにすれば良いと考える）。
　今回は、クレジットカード会社の加盟審査、
生保会社の支払い漏れ防止など、既に世の中
で商用ベースで稼働しているＡＩ活用ソリュ
ーションの一例を紹介したが、いくらでも応
用は考えられるので、皆様も企業経営観点
で、社内でディスカッションされてみると良
い刺激になるかもしれない。
　また、ＡＩは学習機能を有しているので、
ロボティクス（人間の複雑な一連の作業を日々
学びとり、再現するエンジン）と組み合わせれ
ば、ベテラン社員の業務ノウハウの可視化
や、若手社員への伝承を推し進めることも可
能となり、企業のＢＣＰ観点でのディスカッ
ションの材料になるのではないかと考える。
	 以上

ニコニコボックス	 本日合計	 　24,000 円
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