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2014〜2015年度
国際ロータリーのテーマ

2014〜2015年度
国際ロータリー第2760地区

2014〜2014年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ

Light up Rotary
ロータリーに輝きを

ガバナーのテーマ
集まろう・語ろう・楽しもう

感謝の気持ちを持って、
ロータリーライフを楽しもう

〜ロータリー親睦活動月間〜

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

2015年6月18日
（木）雨 第47回

肉体から解放される可能性すらあるという事で、脳のデータを丸ごとデ
ジタル空間に移植する事が出来れば、人間の意識はデジタル空間で
ずっと生き続けるという事です。何か実感が湧きませんが、人間の将来

司

会 ：宮澤伸光会場委員

斉

「それでこそロータリー」
唱 ：「四つのテスト」

ビ ジ タ ー： 名古屋南RC

ら体験出来る様になるという事です。
それだけではございません。人間が

は一体どうなっていくのでしょうか？

ニコボックス

近藤禎男さん

会長挨拶

岩田修司会長

人工知能の世界的権威であるレイ・カーツワイ
ルさんは、
コンピュータの能力やインターネット
関連の技術に関して、恐るべき精度で予測を的中
させる予言者として知られております。
現在は、
グーグルで研究を続けており、彼によ
れば2045年（今から30年後）
にコンピューター
の処理能力が人間の脳を凌駕する技術的特異点を迎えるという事で
す。
そうなった時の30年後にはどうなるかという事ですが、人間の平均
寿命は100歳と予想されております。
常に提供者不足に悩まされている臓器移植ですが、3Dプリンターで
臓器が生産される事で、解消される事になるでしょう。
また、副作用が問
題とされている抗がん剤でも、
ナノテクノロジーが発達することでがん細
胞にのみ作用する事になります。
日本でも研究されている体内病院は、
ナノマシン
（100万分の1mm）が体内を循環し異変を発見すると診断
を行い、治療を始めるという驚くべきシステムです。
これらの技術が確立
されれば、単に寿命だけでなく健康に生きられる期間も飛躍的に延びる
事になります。
また一方で、不老不死を実現しかねない若返りの薬を開発中という
事で、
すでにハーバード大学の教授がマウスにある物質を投与する事で

欠席が続き、
お許し下さい。
・この年度も何かとお世話になりました。
越原 一郎さん
家内大変喜んでいます。
皆様によろしく。
・ 美しい胡蝶蘭ありがとう。
江口 金満さん
昨日のゴルフはお世話になりました。
お陰様で3パット7回、
・内田さん、
4パット11回でした。
例会終了後、
松坂屋ゴルフ売り場へ行きます。
関谷

俊征さん

佐治さん、
近藤さんにお世話になりまし
・昨日のゴルフ会で田中宏さん、
松波 恒彦さん

た。

鈴木淑久さんにお世話になりました。
ありがとうございます。
・ 一昨日、
鶴田

浩さん

6月19日
（金）
は娘の結婚式です。
ちょっと寂しいです。
・ 明日、
鳥山 政明さん
内田さんホールインワンの話題で持ちきり
・ 昨日出張から帰ってきたら、
でした。
おめでとうございます。
楽しみにしていますね。湯澤 勇生さん
町でバッタリ鶴田さんと会いました。
ランチを一緒にさせて頂き
・ 先日、
鈴木

ました。

淑久さん

信雄さん、
野崎さん、
川本さんの素晴らしいプレーに
・ 昨日のゴルフ会、
山本 英雄さん

感服いたしました。

出席報告

歳の人が20歳まで若返ったのと同等という事です。
この様な技術が実

山本英雄出席委員長

会員68名 出席45名 （出席計算人数48名）

現すると、
これまで正常とされてきた世代交代が成り立たなくなり、夢が

出席率 75.0％

ある反面、手放しで歓迎という訳にはいかないかもしれません。

6月11日は補填により 88.1％

幹事報告

また、
これまでは遠い世界の話と感じていた技術が、
いつの間にか生

梅村昌孝副幹事

（木）
18：00から下期納会を
「か茂免」
にて行います。
・6月25日

ません。
ビジネスの世界を席巻しているビックデータですが、
アメリカで

委員会・同好会報告

は犯罪捜査に活用できないかテストが開始されているそうです。
コン

ゴルフ部会 6月度(第360回)

ピュータがここで犯罪が起こるから出動しろと警察に指示を出し、実際
に犯罪が起こり、
あるいは起こる前に犯人を逮捕できるそうです。

岩田 吉廣さん

・ 6月27日は私達の結婚記念日です。

細胞の活性化に成功したそうです。
この効果を人間に当てはめると、60

活の中に浸透し、大きな変化を生む、
それは何も医療分野だけではあり

山本英雄ニコボックス委員長

・

氏名

グロス

開催日：6月17日(水)
HDCP

ネット

また、娯楽だって変わります。聴覚と視覚に特化している現在のバー

優勝

田中

宏さん
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チャルリアリティーが五感に拡張される事で、家にいながらエベレスト

2位

近藤茂弘さん
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3位

松波恒彦さん
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登山する事が可能になります。寒さや息苦しさ、突風で飛ばされる事す

第361回7月度ゴルフ例会は7月24日
（金）
、
名古屋ゴルフ倶楽部和合に
て開催されます。

第5回クラブフォーラム
クラブ奉仕委員会：馬場將嘉委員長
クラブ奉仕関連の各委員の皆様方のご協力により、
予定はつつがなく終
了致しました。
後は来週、
か茂免での下期納会を残すところです。
反省点
は、
各委員会の親睦が出来なかった事です。

出席・ニコボックス委員会：山本英雄委員長

ていればと反省しております。

社会奉仕・環境保全委員会：近藤茂弘委員長
只今どんぐり事業を行っておりますが、
5月30日の仙台の植樹祭には多数
のご参加ありがとうございました。
現地の様子を見て頂いたのが何よりの
成果だと思います。
現在ヤミーベジファームで成長している苗の、
ポット植
え替え作業に人手が多数必要となります。
植え替えの企画を致しますの
で、
多数のご参加よろしくお願いします。

青少年奉仕・ローターアクト委員会：大嶽達郎委員長

お陰様で、
出席率、
ニコボックスのご協力も、
各メンバーとの協力で無事終

ローターアクトは皆様にご出席頂きまして、
1年間バックアップする事が出

える事が出来ました。
引き続きよろしくお願いします。

来ました。
ありがとうございました。
また、
RYLAですが、
近藤ガバナー主幹

会員増強及び維持･会員選考･職業分類委員会：亀井直人委員長
今期は会長の目標が5人純増という事でした。
皆様のお蔭をもちまして、
新会員が6名増えました。
松井さんが転勤で退会されましたので、
63名で
始まり、
現状68名ということで、
本日の地点では目標達成ということでご
ざいます。
ありがとうございました。

クラブ広報委員会：湯澤勇生委員長
1年間読みづらい事もあったかも知れませんが、
事務局の助けも借りまし
て、
誤字脱字がないようにしてきました。
読んで頂いてありがとうございま
した。
今後とも間違いがないように、
また新しいニュースが入れられるよう
にしていきたいと思います。

親睦活動委員会：鈴木淑久副委員長
親睦例会、
クリスマス家族会、
春の家族会は皆さんのご協力のお蔭で無
事終わりました。
残るは、
か茂免での下期納会となりますので、
よろしくお
願い致します。

プログラム委員会：髙木元明委員長
はじめは、
卓話をされる方をどのようにして集めるか非常に迷いましたが、
皆様のご協力を得て、
いろんな方を卓話にお招きすることが出来ました。
お世話になりました。

R情報・研修委員会：天野正明委員長
12月4日に第1回新会員研修会を市岡副委員長司会のもとに行い、
森さ

で3月に無事終了しました。
今年度は青少年交換がありました。
7月3日に
Leaさんが9時40分のフライトで帰国します。
フライトの2時間ほど前に、
お時間のある方はお見送りをして頂きたいと思います。
また、
インターアク
トにつきましては、
山口準備委員長を中心に進めております。
7月9日には
認証状伝達式がございますので、
可能な方はご出席をよろしくお願い致し
ます。

国際奉仕委員会：湯澤信雄委員長
昨年11月のボジョレーヌーボー例会の際、
台北延平RCより沢山お越し
いただきました。
その節、
名古屋瑞穂RCの会員の皆様には、
お出迎え、
お
見送り、
ご婦人の買い物のご案内と、
大変お世話になり、
ありがとうござい
ました。
また3月には台北延平RCに、
30名で訪問しました。
皆様のお蔭で
1年無事に終えることが出来ました。
ありがとうございました。

R財団委員会：加納裕委員長
1年間財団の関係で8回委員会に参加させて頂きました。
瑞陵高校イン
ターアクト提唱のための補助金14万8千円がはじめて下り、
近々入金する
予定となっております。
1年間ご協力ありがとうございました。

米山奨学委員会：田中政雄委員長
4月から米山奨学生として、
徐凌歓さんをお迎えしました。
来月からは、
新
委員長に引き続きお願いします。
ありがとうございました。

長期ビジョン委員会：鈴木圓三副委員長

ん、
星野さん、
宮澤さん、
酒井さんにご出席して頂きました。
4月9日のなご

前年度に引き続き、
東北大震災の復興支援事業の森の防波堤プロジェク

やか例会の前には、
2回目の研修会を行いました。
2回目は諸先輩方にも

トを行ってきました。
5月30日の植樹祭には多数のご出席を頂きありがと

ご出席頂きました。
ロータリーについての経験をご報告頂き、
意義のある

うございました。

会が出来たのではないかと思います。
新会員の方には1つの経験として、
研修会がこれからのロータリー生活の指標になればと思います。

会場委員会：関谷俊征委員長
本日この会場の設営をもちまして委員会の活動は終わります。
メンバーの
皆様のご協力に感謝を申し上げたいと思います。
委員会メンバーの交代

次年度行事予定：梅村昌孝副幹事
来期予定は、
メールボックスに入れた次年度行事予定の通りとなります。

例会のご案内
■今週の行事

で司会進行をしてきましたが、
全て同じレベルで出来るように、
マニュアル
を作成しました。
それに基づいて進行を行ったことが、
良い形で次年度に
送れるのではないかと思います。

■次週の卓話

場

所 ： か茂免

時

間 ： 18：00〜20：00

7月2日
（木）
テ ー マ ： 会長挨拶

職業奉仕委員会：鶴田浩委員長
10月9日には深川純一先輩にお越し頂き、
職業奉仕、
ロータリーの神髄

6月25日
（木） 下期納会

会員卓話 ： 伊藤豪さん
■次々週卓話

7月9日
（木）

をお話頂きました。
この1年は、
私自身が職業奉仕やロータリーの事を学

テ ー マ ： インターアクトクラブって何？

ぶことが出来た有意義な年度でした。
委員の皆さんとはもっと親睦が出来

会員卓話 ： 髙須洋志さん

