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クラブテーマ

躍動 ～奉仕に学ぶ～

例会日 ： 毎週水曜日 １２ ： ３０～１３ ： ３０ 創立 ： 昭和５６年３月４日
例会場 ： 名古屋東急ホテル 中区栄４丁目６番８号 TEL （０５２） ２５２-８６５８
事務局 ： 名古屋市中区栄４丁目６-３岡崎ビル北館２A TEL （０５２） ２５３-９０７５ FAX （０５２） ２５３-９０７６
会 長 ： 香田研二 幹 事 ： 加島 光 会報委員長 ： 塚本 隆 題 字 ： 遠藤友彦
したのでご紹介します。２０７５年米国大統領は統合統合参謀本

例会報告

部議長よりの緊急電話で米国防衛システム ・ センチェリオンⅢ

◆本日の例会 （第１８９９回） ９／２１ （火）

人工知能が致死性自立型兵器で無許可のターゲット 「人類」 を

ガバナー公式訪問が開催されます。

攻撃し制御不能になっている。 との報告を受けます。

◆次回の例会 （第１９００回） １０／６ （水）

そのシステムは人間の１０００倍以上の知能を持ち永遠に自己成

スピーカー

米山記念奨学委員会 委員 木村 憲彦 様

長を続けるＡＩです。 現在車の必需品カーナビシステムも元は

題

「米山記念奨学事業について」

１９９１年の湾岸戦争の産物であるといわれています （砂漠のど真

米山記念奨学委員会 委員長 近藤 朗君

ん中で戦車隊の位置確認のために開発されたシステム、２００５年

名

紹 介 会員

◆第１８９８回例会記録
司
斉

８／２５ （水） 晴

会 玉置 正樹君
唱 ＲＳ／それでこそロータリー

大統領声明によりＧＰＳのＳＡ選択制利用が解除＝民間利用の
加速） また、ＡＩが１３万件の画像を駆使し皮膚がんを診断する。
１００万人の不特定多数の眼球データから糖尿病などを診断する。
５Ｇによる通信システムの進化もありこれらは今や専門家医師の
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診断のそれに匹敵します。

前々回訂正 １８９６例会
欠席会員
１名中
MAKE UP
０名
出席率訂正
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勿論ＡＩ暴走防止のために 「アシモフの三原則」 があります。
１、 ロボットは人間に危害を加えてはならない。
２、 ロボットは人間に与えられた命令に服従しなければならな
い （但し第一法則に反しない限り）
３、 ロボットは第一法則 ・ 第二法則の反しない限り自己の存在

会長挨拶

を守らなければならない。 人間 の数倍の速度で成長を続ける
会長 香田 研二

ＡＩが第三法則を独自の判断で運用したら冒頭の正に、ターミネ
ーターやマトリックスの世界が現実のものとなりうるとの著作です。
そのような世界にならないように切に願うばかりです。

会員卓話
◆スピーカー 吉川 純子さん
◆紹 介 会 員 入江由希子さん

題 名 「心に残った音楽を」

８月２５日、 ８月最終例会です。
またコロナ緊急事態宣言発令の見通しのため暫く休会となります。
当たり前が当たり前で無くなった時代、本日の例会を有意義に楽
しみましょう。 さて、 今８月は 「戦争と平和」 をテーマに挨拶と
させて頂いてますがこのテーマも最終回となります。
ＡＩ・ 兵器 ・ 戦争の未来 ： ルイス ・Ａ・ テルモンテ著 ～ＡＩ全能
兵器の出現で安全保障の世界は一変する～ 米国のＡＩ研究第

いつも、優しく明るい笑顔で名北ロータリーの例会を長年支えて

一人者による著作ですが、全４４０ページにわたる専門的表現も

くださっています。 この先もずっと、 よろしくお願いします。

多い著作のため正直前半しか読めていませんがかなり衝撃的で

今日は、「心に残った音楽を」 ということで どうぞ、お聞きください。

２． ロータリー奉仕デー

コロナゼロ ・ カーボンゼロへの
奉仕活動の推進

◆ジャン ・ ギャバン （１９０４～１９７６） 仏
「望郷」 「大いなる幻影」

「地下室のメロディー」 ➡ アラン ・ ドロン （１９３５～） 仏

インターシティミーティング

２クラブ以上での合同事業

２０２２ 年３月９日
名古屋東急ホテル
コロナゼロを目指して、IM を開催

同一市内クラブ親子クラブ

講師

愛知医科大学 感染症科
三鴨 廣繁 教授

◆ポール ・ ニューマン （１９２５年～２００８年） 米
「栄光への脱出」 「ハスラー」

「大脱走」 ➡ チャールズ ・ ブロンソン （１９２１～２００３） 米
◆ショーン ・ コネリー （１９３０～２０２０） 英
「００７ ドクターノオ」 「００７ ロシアより愛をこめて」
「００７ ゴールドフィンガー」 「００７ サンダーボール作戦」
「００７は二度死ぬ」 「００７ ダイアモンドは永遠に」 etc...

◆オマケ
トム ・ クルーズ （１９６２～） 米 「ミッション ： インポッシブル」

ガバナー補佐訪問

業を推進

ゼロミッション
～ゼロへの行動 ・ より良い未来へ～

「明日に向かって撃て」 「スティング」 ➡ アラン・ ドロン（１９３６～）米
◆スティーブ ・ マックイーン （１９３０～１９８０） 米
「荒野の７人」 「華麗なる賭け」 「パピヨン」 「栄光のルマン」

兄弟クラブなどでの共同事

カーボン
ゼロ

コロナ
ゼロ

ポリオ
ゼロ

３． 奉仕活動のための組織づくり
親睦

インパクトのある
奉仕事業

公共
イメージ向上

４． ロータリーイメージ向上
よい
奉仕活動

メディアに
取り上げられる

地域への
社会貢献

➡

➡

ロータリークラブ
の発展

ロータリークラブの
知名度向上

◆自クラブの活動を知る
地域での活動をより広く知ってもらうこと
◆ メディアに取り上げてもらうには
事業をする際はプレスリリースを出す
地区公共イメージ向上委員会に対策を聞く
５． 地区大会に参加しよう
２０２１年１１月６日 ( 土 ) 名鉄グランドホテル
７日 ( 日 ) 名古屋国際会議場

９月１日 （水） 梶川ガバナー補佐訪問が開催されました。
２０２１-２２年度 ＲＩ会長テーマ
６． 国際大会に参加しよう ２０２２年６月４日～８日
～ヒューストンで世界のロータリアンと交流しよう～
ガバナーナイト ６月４日
ホテル ： ル メリディアン ヒューストンダウンタウン

２０２１-２２年度 第２７６０地区 地区方針
チェンジロータリー 新時代への成長に！
～ コロナゼロ ・ カーボンゼロ支援 ～
「人類の危機を救うロータリーになろう！」

ニコボ ックス

１． 会員増強 「一人が一人以上の人に声をかける」
◆今まで声をかけてなかった人に声をかける
◆特に女性と若い人
◆地区会員増強委員会に卓話を依頼し、会員増強につい

てクラブ全員が共有する
◆クラブ会員増強委員長の任期を２ 年にして、

継続的な

勧誘をしていく
目標 地区の会員数４,６１８名（2021.6.30 現在）→５,０００名に！

【パラリンピック始まりました。 応援しましょう。】
香田 研二君
西村 努君
梅村 篤君
尾関 正一君
柴山 利彌君
中島 宗幸君
宇都木 寧君

伊藤 晋一君 渡邉 泰彬君 尾關實津成君
玉置 正樹君 杉浦 定文君 足立陽一郎君
加島
光君 平子 明資君 祖父江佳乃さん
塚本 隆君 岩田 滿治君 吉村 知紗さん
林
功君 加藤 昌之君 入江由希子さん
梶川 久雄君 河東 広樹君 加藤あつこさん
近藤 朗君

