
                                                                                          

 

本日の例会（第１７００回）    ９／７（水） 

◆スピーカー 会 員 遠藤 友彦君 

◆題   名 「詩偈の世界に遊んで」 

 

次回の例会（第１７０１回）   ９／１３（火） 

◆2RC（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

◆ホスト 名古屋錦ＲＣ  ◆会場 名古屋ガーデンパレス 

 

第１６９９回例会記録   ８／３１（水）晴 

◆司    会 伊藤 晋一君 

◆斉    唱 RS・我らの生業 

出 席 報 告 

会 員 数  3６名  前々回訂正  169８例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  6 名中 

出席会員数  27 名  MAKE UP  3 名 

出 席 率  75.00％  出席率訂正  89.66％ 

会  長  挨  拶       

            会長 西脇 良一 

皆さん今日は。本日は、

ロボットの話をさせて頂

きます。歴史は大変に長

く、小さい頃は玩具のロ

ボットとか、漫画では鉄

腕アトムとか、鉄人２８

号等がありましたが、最近では、工場分野ではトヨタのライン

で使われているものとか、建設分野では鹿島建設のビル建設に

つかわれているものとか、医療介護分野、教育分野、流通分野、

警備分野など、あらゆる分野で使われておりますが、それに人

工知能が加わり、単なる物理的動きでなく、知的に判断、 

理解、相談、指示、などをするように進化してきまして、今後

は急速に発展し、現労働人口の５０パーセント分を担えるよう 

 

 

になると予測されていますが、日本のように少子高齢で減少す 

る国においては有り難い話だと思いますが、戦争、武器の分野

に使われますと、更にゲーム感覚に成ってきまして、怖いもの

があります。また最近の自動車の自動運転機能ですが、これも

一つ間違うと大惨事に成ったりしますので、何重にもチェック

されて、誤作動の無い様にしてもらいたいと思います。 

幹 事 報 告 

1. 来る１０月１２日(水)の柴田ガバナー補佐訪問の出欠票を

同封致しましたので、９月１４日(水)までにご提出下さい。尚、

当日は例会終了後、クラブ協議会を開催致します。理事、役員、

委員長の方はお忘れのないようお願い致します。 

委 員 会 報 告 

・第 4 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタのご案内 

（国際奉仕委員長 近藤 朗） 

クラブフォーラム 

2015-16 年度決算報告、2016-17 年度予算報告 

直前会計  渡邉  泰彬 

2015-16 年度決算書、

2016-17 年度予算書を

会員に配布のうえ、説明

報告が行われました。 

 

「2016―17 年度地区ロータリー財団セミナー」報告 

ロータリー財団委員会委員長 梶川 久雄 

８/８、財団セミナーに会

長、幹事さんと出席して

きました。今日は、地区

補助金についてお話させ

ていただきます。 

＊配布資料（５Ｐ）に基付いて説明させていただきます。 

｛資料１Ｐ｝・・Ｒ財団は、「世界で良いことをしよう」の標語
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のもと、世界各地でロータリアンが実施する活動を支えるため

の補助金を提供しています。人道奉仕活動、社会奉仕活動、奨

学金、職業研修など、さまざまな活動が可能です。補助金は、

ＤＤＦ（地区活動資金）＜５０％＞とＷＦ（国際活動資金）＜

５０％＞に大別される。さらにＤＤＦは、ＤＧ（地区補助金）

＜２５％＞とＧＧ（グローバル補助金）＜２５％＞に分けられ

る。補助金の資金は、皆様からご寄附頂いた”年次基金”と 

”恒久基金”は、Ｒ財団で３年間運用後、シェアシステムによ 

り地区に配分されます。 

｛資料４Ｐ｝・・地区補助金の要件・地区補助金は、地元や海

外の地域社会のニーズに取り組むための、比較的規模の小さい、

短期的な活動を支援する。＊地区補助金による活動の種類・・

（資料参照）、補助金の使用条件・・１）すべての地区補助金

はＲ財団の使命を守るものであること。２）ロータリアンの直

接参加を含むこと（ロータリアンが汗を流す活動である事）。 

｛資料５Ｐ｝・・地区補助金で出来ないこと・（１）から（１３）

項目あるが（１）と（４）が肝要と思われる。 

｛資料１７Ｐ｝・・地区独自の制約事項・（１）事業の申請は、

当該年度前年の１月から３月末とする。（２）事業の執行は原

則として当該年度の７月から２月末までとする。（３）補助金

の支給額・・ａ、補助金の額はクラブ拠出額を超えてはいけな

い。ｂ、補助金支給上限額は最高、１０００、０００円とする。

ｃ、年次寄付貢献率と補助金支給額との連動。 

｛資料１８｝・・地区補助金のスケジュール・参照。 

｛資料１３１～１３２Ｐ｝・・２０１５～２０１６年度・２７

６０地区補助金事業一覧・参照。以上が地区補助金についての

報告です。 

Ｒ財団１００周年の年次寄付について・現在の１５０＄を１８

０＄を目標としてお願いしたいとの依頼あり・・今年度だけか

否かの私からの質問にたいする返答は、今年度だけのような印

象を会長、幹事共にうけた、今年度の理事会で検討して頂きた

い。Ｒ財団創立１００周年記念行事が今年度地区大会２日目 

１４：４０より開催されます、出席の方はご期待ください。 

 

「第 1 回地区内クラブ危機管理研修会」報告 

 ロータリー情報・プログラム委員会委員長 古川 康司 

2016 年 7月 21 日(木) 

ナゴヤ・キャッスルプラ

ザホテルにおきまして、

第1回2760地区クラブ

危機管理研修会が開催さ

れ、高浜 RC 黒田勝基地区危機管理委員会委員長より、お話

しを頂戴しました。 

 以下、危機管理ハンドブックより、要約、抜粋。 

1．「危機」とは自分や自分の組織にとって好ましくない事の

全て自然災害、事故、犯罪、病気、不祥事、経済的破綻 etc 

2．危機管理の基本姿勢 

(1) 「必ず起こる」との自覚と覚悟 

(2) 予防、演習と業務執行におけるマニュアルの励行 

(3) 発生時の想定と対策の策定 

(4) 専門的知見、経験、能力、アドバイザーの確保 

(5) 被害者対策、被害回復、復旧の専門チームの確保 

(6) 広報、マスコミ対策の研究 

3．国際ロータリーのゼロ容認方針とは  

  セクハラや虐待の申し立ての報告があった場合、報告を受

けてから、その真偽や重大性、刑事上の事件性があるなしにか

かわらず、72 時間以内に RIに報告をする。また、RI に報告

すべき重大事故や重篤な疾病等の発生した時にも、関係する全

ての学生達の保護、安全確保、その後のケアのために 72時間

以内に RI に報告する必要がある。 

4．緊急時の対応 

  性的虐待、及びハラスメント、自然災害・テロ、青少年奉

仕活動中の学生が加害者になった時、事故・病気等、有事の際

には RI の規定により、72 時間以内に報告する義務が定めら

れているため、地区危機管理委員会、もしくは黒田危機管理委

員長に速やかに報告しなければならない。また、クラブと地区

が協力して問題の解決に当たらなければならない。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

尾関 正一君 昭和“高校三年生”遠くなりにけり。 

星川 直志君 メンバーお情けのハンディーキャプで優勝さ

せていただきました。（GOLF） 

梅村 美知容さん 先日は、ゴルフコンペ出られなくて残念で

した。いつもありがとうございます。 

【クラブフォーラム、宜しくお願いします。】 

 

西脇 良一君 梶川 久雄君 遠藤 友彦君 古川 康司君 

尾關實津成君 玉置 正樹君 西脇 多吉君 横井  登君 

杉浦 定文君 梅村  篤君 足立陽一郎君 入江由希子さん 

柴山  利彌君 香田 研二君 松岡 三明君 小關 敏光君 

斉藤 裕也君 

 

伊藤 晋一君 

 

加藤 昌之君 

 

石黒  勉君 

 


