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開会説明（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。

清宮普美代会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！ 
　本日は世界各国からいろんな方にご参加頂き、しか
も卓話もすごく刺激的なお話ということで私も楽しみに
しています。２月１日は節分で気が変わるという話がよ
くあるのですが、なんとなく世の中の動きが変わってき
ているなと今感じているところです。 
　それでは第799回例会を皆様といっしょに開始させ
ていただきます。

ロータリーソング
　「君が代」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそご参加下
さいました。 
　本日のゲスト９名です。 
・まず本日の卓話をいただきます
　山本康正　様 
・セントラルダバオRC　会長エレクト　神田忠　様 
・東京山王RC 　会長　手嶋英輔　様 
 同幹事　奈良正弥　様 
 同会員　今井千恵　様 
 同会員　鴨居とき　様 
 同会員　廣瀬千春　様 
・東京中央RC　　谷口雅之　様 
・野呂会員ゲスト　久家礼子　様

幹事報告（高橋肇幹事）
・ 来週２月８日（月）例会終了後に
クラブ協議会がありますのでよろ
しくお願い致します。 

・ ６月の国際大会がコロナでオンラ

イン大会となり、登録料が返金されますので、追っ
てメールいたします。 
・ ３月22日IMの報告を清宮会長からお願い致します。 
（清宮会長） 
・ ３月22日（月）インターシップミーティングということ
で銀座日本橋グループの交流会合があります。 
　午後3時からオールZoomで開かれます。当クラ
ブは時枝ガバナー補佐と福元グループ幹事を輩出し
ており、司会を当クラブの明山会員がやって下さると
いうので是非是非皆さん奮ってご参加下さい。話の
内容も面白く、グループ内11クラブの実情を聞ける
機会はなかなか無いので、できれば早目にお申込み
をお願い致します。

2月のハッピーバースデイ
　時枝紀子会員（25日生まれ）

医療支援奉仕プロジェクト報告（清宮普美代会長）
　医療支援者への奉仕プロジェクト
を今年も進めることに関して、今す
でに21名の会員に手を挙げていただ
いて、昨年に引続き進めようと思って
います。ただ、私達が何かしてあげたいという気持ち
だけで動いては医療従事者の皆様にすごくご負担にな
るということもあるので、そのへんは考えながら進行し
ていきたいと思っています。なおかつクラブとしてやっ
ていくので皆様に共有しながらいろいろなことを確認し
ながらやっていきたいのでよろしくお願いいたします。

 例会報告  第799回  2021年2月1日（月）
 オンライン例会

接続会員数27名+メーキャップ1名
（正会員60名-休会6名）

出席率 51.85%



フィリピン　セントラルダバオRC会長エレクト神田忠様
ご挨拶
　はじめまして。 
　実は貴クラブの野呂様とは今海外
で話題の「クラブハウス」という新し
いソーシャルメディアで出会いまして、
昨晩は野呂様他海渡様、福元様などとお話をさせてい
ただきました。 
　当クラブがあるのは、フィリピン南部で一番大きい
都市のダバオ市です。人口は180万人、セブ島・ミンダ
ナオ島をカバーする3860地区に所属しています。当ク
ラブは、1975年８月25日創立、会員30名、2017～
2018年地区ガバナー輩出、最近の活動は託児所建設、
図書館建設、孤児院へのクリスマス慰問、公共交通
機関ドライバーへのマスク配布などがあります。当クラ
ブでは外国人は私だけですが、来年度は会長となりま
すので、東京中央新RCと何かお近づきできればと思っ
ています。 
　本日はありがとうございました。

香港からご挨拶（野呂会員ゲスト、久家礼子様）
　初めまして、久家礼子と申します。
本日は素晴らしい会に誘っていただ
きありがとうございます。私は香港に
住んで10年になりますが、香港と日
本で書道を教えたり、お寿司屋さんとか和食店のロゴ
を書いたり、海外で日本文化のイベントで書を披露し
たりしております。香港は意外にも自然がすごく豊かで、
島も200以上あったり、緑に恵まれています。一昨年
の調査では、香港人の３人に１人が日本を訪れている
という大変親日の国です。もし皆様が香港にいらっしゃ
る機会があったら見所とかおいしいお店とかお伝えし
たいと思いますのでお知らせいただければと思います。 
　今後共よろしくお願いいたします。

京都大学大学院准教授
山本　康正　様

【プロフィール】
　1981年、大阪府生まれ。東京大
学で修士号取得後、米ニューヨークの金融機関に
就職。
　ハーバード大学大学院で理学修士号を取得。修士
課程修了後グーグルに入社し、フィンテックや人口
知能（AI）などで日本企業のデジタル活用を推進。ハー
バード大学客員研究員。日米のリーダー間にネット
ワークを構築するプログラム「US-Japan Leadership 
PROGRAM」フェローなどを経て、2018年よりDNX 
ventures インダストリーパートナー。早稲田大学ビジ
ネススクール招聘研究員。
【野呂洋子会員ご紹介】 
　山本さんとは、G.Iサミットという勉強会で出会いま
して、いろんなところでちょこちょことお会いさせても
らっていますが、元Google社員でもいらっしゃり、非
常にお若いのに視座がすごく高く、見ている世界が大
きく非常に心から尊敬していて、会うたびに学びが多
いので是非いっしょに刺激を受けましょうと今日卓話を
お願い致しました。
【卓話】
・ 元 日々本で、日本からニューヨーク・ボストンへ行っ
て、あとジュネーブとかで働いた後に今ベンチャー
投資家をしています。海外の投資のところを見なが
ら近い将来がどうなっていくかという話を見ていきた
いと思います。 
　未来予測にいろんな本はでているんですけれど
も、やはり遠すぎることがあるんですね。2045年に

清宮普美代会長 本日、私が年末年初に読んだ本の著者、
山本康正さんを卓話者にむかえ、大変、
うれしく思います。ご縁って素晴らしい。
これからドキドキする未来がとても楽しみな
ので、ニコニコします

福元智子直前会長 本日の卓話の先生の本が面白かったの
で、中央RCの先輩をお誘いしました。 

 中央も例会が中止で寂しいので喜んで参
加してくださるとのことですので、ニコニコ
します。 

 先生の刺激的なお話楽しみにしています！
秋 葉良子 会員 弊社のすずらんがイベントで、皆様のご

協力を頂いて、優勝いたしました
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週報原稿（表） 
例会報告第７９９回 ２０２１年２月１日（月） オンライン例会 
接続率 ５１．８５％（接続会員数２７名＋メーキャップ１名／正会員６０名－休会６名） 

① 開会説明（海渡千佳会員組織委員長）

皆様 オンライン例会を開催させていただきます。

なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録としてビデオ録画をさせていただく

予定ですので、参加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予めよろしくお願い

致します。

② 清宮普美代会長 点鐘挨拶

皆様こんにちは！

本日は世界各国からいろんな方にご参加頂き、しかも卓話もすごく刺激的なお話という

ことで私も楽しみにしています。 月 日は節分で気が変わるという話がよくあるのです

が、なんとなく世の中の動きが変わってきているなと今感じているところです。

それでは第 回例会を皆様といっしょに開始させていただきます。

③ロータリーソング

「君が代」

④ 卓話者・ゲスト発表（安原良昭 委員長）

オンライン例会にようこそご参加下さいました。

本日のゲスト９名です。

まず本日の卓話をいただきます山本康正 様

セントラルダバオＲＣ 会長エレクト 神田忠 様

東京山王ＲＣ 会長 手嶋英輔 様

同幹事 奈良正弥 様

同会員 今井千恵 様

同会員 鴨居とき 様

同会員 廣瀬千春 様

東京中央ＲＣ 谷口雅之 様

野呂会員ゲスト 久家礼子 様

⑤ ニコニコ 
・本日、私が年末年初に読んだ本の著者、山本康正さんを卓話者にむかえ、大変、うれしく

思います。ご縁って素晴らしい。これからドキドキする未来がとても楽しみなので、ニ

コニコします 
（清宮普美代会長） 

・本日の卓話の先生の本が面白かったので、中央 RCの先輩をお誘いしました。 
中央も例会が中止で寂しいので喜んで参加してくださるとのことですので、ニコニコし

ます。 
先生の刺激的なお話楽しみにしています！ 
（福元智子直前会長） 

・弊社のすずらんがイベントで、皆様のご協力を頂いて、優勝いたしました❣

皆様の暖かいご協力に、ニコニコをさせて頂きます。

（秋葉良子会員） 
・ゆめ牧場のすずらんちゃんが１等賞になったので、ニコニコします。 
（石原忠始会員） 

・秋葉会員、すずらんちゃんの応援、毎日楽しませていただきました。ありがとうござい

ました。 
（海渡千佳会員） 

・あきば牧場のすずらん選手が推し牛総選挙にて見事、トップの座を獲得しました。 の

総選挙より燃えました。そして何よりも、当クラブをはじめとした多くの方々の連携も

見事でございました！ 改めて当クラブの底力に【ニコニコ】します。

 皆様の暖かいご協力に、ニコニコをさせ
て頂きます。

石原忠始 会員 ゆめ牧場のすずらんちゃんが1等賞になっ
たので、ニコニコします。

海渡千佳 会員 秋葉会員、すずらんちゃんの応援、毎日
楽しませていただきました。ありがとうござ
いました。

富田洋 平 会員 あきば牧場のすずらん選手が推し牛総選
挙にて見事、トップの座を獲得しました。
AKBの総選挙より燃えました。そして何よ
りも、当クラブをはじめとした多くの方々の
連携も見事でございました！　改めて当ク
ラブの底力に【ニコニコ】します。

水野珠貴 会員 秋葉会員おめでとうございます！　そして
本日急遽欠席の為、ニコニコさせていた
だきます。初めてのニコニコでドキドキして
います。

山下 　 江 会員 推し牛総選挙、すずらんちゃん優勝おめ
でとうございます！　みなの結束力に感動
しました。 

 良い牛年となりそうですね。

にこにこ合計28,000円

「テクノロジービジネスの展望　
2021、VC、VCCから人工知能まで」

卓
話



人工知能が人間の思考を凌駕するシンギュラリティと
かですね。私はそうではなく、今後5年とか10年で
どうなっていくか。実は我々が使っているスマートホ
ンもまだ13年位しか経ってないんですね。ここまで
大きく進化をして、新しいもの、クラブハウスラジオ
＝双方向性ラジオというアプリも出てきています。こ
れはツイッターに似ていて、ツイッターも10年前はほ
とんど何に使うんだと当初疑問視されていたのです
が、今はツイッターアカウントを使っていない大企業
を捜す方が難しいようになっている。こういった地殻
変動といったものは、ちょっとしたところから出てく
るということを是非お伝えしたいなと思って、今回お
話しさせていただきます。 
・AIをつないだイノベーション事例 
カードの不正使用の検知改革 
　キューピーのベビーフード工場ではAIの組込み画
像解析で、歪な野菜や隠れた虫をロボットの手で取
り除くなど検品改革 
　メディア・小売業界：ポケモンGOの番組制作の
基本はグーグルマップチームのアプリなんですね。
両チームは同じ六本木ヒルズビルに入っていたからコ
ラボ作品として作られた訳です。これが世界に拡散
して5000万人に利用されるまでにiPhone、iPodで
も数ヵ月はかかる訳ですが、ポケモンGOは15日で
5000万人を達成する訳ですね。 
・ Nikkei CNBC、D-Harvard Business Review、
NHK world 
　私はもう一つ「テクノロジーの池上彰さん」という
ようなこともやっています。 
　これはなぜかというと、テクノロジーの進化があま
りにも早く、AI、5G、クラウド、ブロックチェーンな
どテクノロジーを専門にする人でも大変な状態だった
ので、おそらくビジネスで忙しい皆さんにはもっと難
しいんじゃないかと思います。又、企業の社長さん
と話していても「あーその言葉知ってる」となるんで
すが、実際それがどういったインパクトになるかとい
うところまでは進んでいないんです。そこでそういっ
たところを分かりやすく、間違っておらず、簡単すぎ
ず、端折りすぎず伝えることをやっております。 
　日経新聞では「テクノロジーが変えるビジネス」の
連載、Harvard Business Reviewでは「中国と欧州
の思惑が一致し先進テクノロジーを世界にアピール」
などの記事、Nikkei ASIAN Reviewでは「中国と
欧州の思惑が一致し先進テクノロジーを世界にア
ピール」などの記事、Nikkei Asian REVIEWでは
「Shenzhen（深圳）市… more than Silicon Valley 
with Chinese characteristics」、週刊東洋経済では
「リーダーのためのDX超入門」を連載、出版として
「次のテクノロジーで世界はどう変わるのか」「2025
年を制覇する破壊的企業」「テクノロジーの教科書」
「スタートアップとテクノロジーの世界地図」を出し、

紙の媒体で情報収集している方々にも届けないとと
ても間に合わないですから。 
　Reportとして、「デジタル革命の本質」「スタートアッ
プ投資」などがあります。 
　産官学連携として「京大創業者応援ファンド」を
関西でやっています。 

・ テクノロジーがビジネスを変えていく（逆でない）、音
を立てずに 
　1900年のニューヨークのイースターパレードは馬
車が主役でしたが、13年後のパレードは圧倒的に自
動車が主役になったのです。静かに音を立てずに変
わっているのが恐いところです。新聞も世の中も「皆
さんこれ変わりますよ」と言ってくれないんですね。
消費者が勝手に選択をするという話なんですね。 
　最近もあったわけですね。iPhone3G VSワンセグ？？
　実は1年前にアメリカで発売され、これはすごい
となっていたのですが、日本では対抗して携帯電話
のワンセグとか画質の高さをアピールして、当時日本
でシェアを握っていたNECがガラケーで対抗したん
ですが、当時はそれで十分対抗できるだろうと信じ
られていました。使い慣れたものを信じる消費者像
から、iPhoneは電池の耐久は悪いし、ワンセグはな
いし、防水も弱いということで楽観していたら、ス
マホ圧勝の結果が出たんですね。 
　餅は餅屋という言葉がありますが、専門家である
ほど視野は狭くなって見通しが悪くなってしまうんで
すね。 

　（Self Driving VS 乗り心地） 
　これは現在も進行形であって、ロスアンゼルスで
はGMが自動運転のロボットタクシーの運用実験を
しています。日本にも自動運転車は今年出てきます。 
　こうなってくると、車をそもそも所有するということ
が無くなってくる。なぜかというと、使っている時間
は5％で、それ以外の95％は駐車場とかどこかで眠っ
ています。自動運転車のコストが5000万円だとして
も使用の効率が20倍高ければコストが250万円の車
と同じになってしまいます。こういったものが出てく
ると、一気に車は持つ必要がない、ということになる。
より数字的な裏付けをすると、今タクシーの初乗り
は730円位だと思いますが、7割が人件費なんです。
それを除くと初乗りは200円位がコストになるんです
ね。地下鉄で一駅移動するとき、地下に下りるのは
面倒くさいなと思っているときに丁度目の前にAIの
ロボットタクシーが来たら乗っちゃいますよね。 
　こういう話は昔からあるんですね。 

・「このままでは自動車会社は下請に」 
　ノーベル賞：吉野氏が警鐘（日経ビジネス記事、
2019年10月25日） 
　「2025年以降はAIEV（人工知能が運転する無人
自動運転の電気自動車）がマイカーにとって代わる」
と予言し、「自動車産業に大きな転換点が訪れてい



すが、見続けている世界観はかなり妥当なところが
多いと思います。出来るかできないかは別として、ハ
イパーループは真空のチューブの中を通すことで空
気抵抗を無くして通常600㎞/hのリニアを2倍の
1200㎞/hで走らせようとするもので、地道に今やっ
ています。 
　スペースXは、日本人の野口宇宙飛行士が乗って
いるこの会社の宇宙船です。国がやるというよりはも
う民間がやっていく時代になっています。これは今
飛行機で12時間かかっている東京̶NYを50分で
行けるもので、一度宇宙空間に出て帰ってくるもので、
理論的に十分あり得る話です。 

・ハードウェア売り切りはまずい 
スマートホームの領域に踏む込むamazon
　amazonは電子レンジを6000円位で売っています。
普通の電子レンジは9000円はするのですが、
amazonの電子レンジは「アレクサ」というAIポット
とつながって、言葉による指示でご飯を温めたりポッ
プコーンを温めてくれるのに安く売られています。 
　amazonは電子レンジで利益を上げる必要がなく、
むしろ「アレクサ」のほうを売るために電子レンジは
安くして利益を上げなくていいと考えているからです。 
　そしてプライムという会員に加入してくれれば元が
取れるので、amazonは色々な家電を原価すれすれ
又は少し赤字の価格で安く売り出しています。 
　なぜこういうことが起こるかというと、ソフトウェア
に対する投資があまりにも低すぎるからなんですわ。

　ベンチャーキャピファンド（VCファンド）の投資額で
も、アメリカが2018年で約６兆円、中国が５兆円、欧
州でも１兆５千万円はするところ、日本はずっと低い
2000億円程度しかないのです。 
　その結果がユニコーン企業（時価総額が1000億円
以上の未上場新会社）の数に表れています。アメリカ
250社、中国200社、欧州30社、日本５社と圧倒的
な差となっています。

【2020年代のテクノロジーの構図】

　近未来のテクノロジーはデータの高速化を可能にす

ると指摘し、ハードからソフトへの業態転換が欠か
せない」とした。 
・Technologyの浸透するメカニズム
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では「中国と欧州の思惑が一致し先進テクノロジーを世界にアピール」など

の記事、 では「 （深圳）市…

」、週刊東洋経済では「リーダーのための 超入門」を連載、出

版として「次のテクノロジーで世界はどう変わるのか」「 年を制覇する破壊的企業」

「テクノロジーの教科書」「スタートアップとテクノロジーの世界地図」を出し、紙の媒体

で情報収集している方々にも届けないととても間に合わないですから。

として、「デジタル革命の本質」「スタートアップ投資」などがあります。

産官学連携として「京大創業者応援ファンド」を関西でやっています。

・テクノロジーがビジネスを変えていく（逆でない）、音を立てずに

年のニューヨークのイースターパレードは馬車が主役でしたが、 年後のパレードは

圧倒的に自動車が主役になったのです。静かに音を立てずに変わっているのが恐いところ

です。新聞も世の中も「皆さんこれ変わりますよ」と言ってくれないんですね。消費者が勝

手に選択をするという話なんですね。

最近もあったわけですね。 ３ ワンセグ？？

実は 年前にアメリカで発売され、これはすごいとなっていたのですが、日本では対抗し

て携帯電話のワンセグとか画質の高さをアピールして、当時日本でシェアを握っていた

がガラケーで対抗したんですが、当時はそれで十分対抗できるだろうと信じられていまし

た。使い慣れたものを信じる消費者像から、 は電池の耐久は悪いし、ワンセグはな

いし、防水も弱いということで楽観していたら、スマホ圧勝の結果が出たんですね。

餅は餅屋という言葉がありますが、専門家であるほど視野は狭くなって見通しが悪くなっ

てしまうんですね。

（ 乗り心地）

これは現在も進行形であって、ロスアンゼルスでは が自動運転のロボットタクシーの運

用実験をしています。日本にも自動運転車は今年出てきます。

こうなってくると、車をそもそも所有するということが無くなってくる。なぜかというと、

使っている時間は ％で、それ以外の ％は駐車場とかどこかで眠っています。自動運転

車のコストが 万円だとしても使用の効率が 倍高ければコストが 万円の車と同

じになってしまいます。こういったものが出てくると、一気に車は持つ必要がない、とい

うことになる。より数字的な裏付けをすると、今タクシーの初乗りは 円位だと思いま

すが、 割が人件費なんです。それを除くと初乗りは 円位がコストになるんですね。地

下鉄で一駅移動するとき、地下に下りるのは面倒くさいなと思っているときに丁度目の前

に のロボットタクシーが来たら乗っちゃいますよね。

こういう話は昔からあるんですね。

・「このままでは自動車会社は下請に」

ノーベル賞：吉野氏が警鐘（日経ビジネス記事、 年 月 日）

「 年以降は （人工知能が運転する無人自動運転の電気自動車）がマイカーにとっ

て代わる」と予言し、「自動車産業に大きな転換点が訪れていると指摘し、ハードからシフ

トへの業態転換が欠かせない」とした。

・ の浸透するメカニズム

ハードウェア×ソフトウェア×サービス＝ 消費者の満足度

Customer’s satisfaction

再投資、ネットワークの外部性

大事なことは、ハードウェア・ソフトウェア・サービスの３つの段階をちゃんと把握する

ことだと思うんですね。日本はハードウェアの作りはすごく上手です。かつ、サービスも

すごく上手です。ただ、それをつなぐソフトウェアが無いんですね。これは掛け算なので、

どれかがゼロだと結論はゼロになってしまうんです。せっかくのいいハードといいサービ

 

　大事なことは、ハードウェア・ソフトウェア・サービ
スの3つの段階をちゃんと把握することだと思うんで
すね。日本はハードウェアの作りはすごく上手です。
かつ、サービスもすごく上手です。ただ、それをつな
ぐソフトウェアが無いんですね。これは掛け算なの
で、どれかがゼロだと結論はゼロになってしまうん
です。せっかくのいいハードといいサービスがもった
いないことになってしまうことになるんですね。たと
えば皆さんパソコンのマイクロソフト、オフィスとか
を使うと思うんですが、パソコンというハードがあっ
て、オフィスというソフトウェアがあって、そしてサー
ビスがあるんですね。オフィスは昔は5万円位のパッ
ケージ販売だったのですが、今は月1000円位で継
続して課金して更新はいつでもできるものとされてい
るんですね。このほうがマイクロソフトはデータも集
まるし、消費者はいつでも最新のものが使えて満足
しているのです。
・自動運転を20代の１人の天才にかけたGM 
　MT出身の28歳の際、自動運転のソフトウェア会
社Cuviseを2013年に設立。ルンバで有名なiRobot
でのインターン、設立3年で売上0の中1000億円を
超える額で買収、現在GMの最年少役員。 
　当時は1000億円買収はばかげていると評されて
いたのですが、今やそれが相当な効果を生じている
んですね。 
　そういったベンチャーを買収して自社の役員に入
れて、経営の継続性を維持するやり方が大事なんで
すね。 
　変貌を象徴するGMのロゴも、今年gmに替わり
ました。 
・Eron Musk's Challenge 
・元paypal 起業家 
・ Hypen Loop（2013-2018） max1220km/h リニア 
・Space X（2002）4兆円　TOKYO-NY間　50分
・ Tesla 2003（コンピューターが車輪に乗っている。
逆ではない）
・ 時価総額40兆円　VS　トヨタ20兆円、Honda，
GM　各5兆円 
・Production of model 3 
　注目はイーロンマスクさんですね。今世界一の長
者はベゾスさんかマスクさんかという話になってきて
いまして、テスラは虚人かという記事が日経新聞に今
日出ており、確かに株価が高すぎるところはありま



開始（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。
　例会の様子を記録用に録画させて頂きますので、参
加の皆様におかれましては予め個人情報の許諾をお願
い致します。

清宮会長点鐘挨拶
　すっかり春のように暖かくなり、世
の中の変り方も激しくて国際大会も
バーチャルになりましたし、当クラブ
がホストの地区ゴルフ大会予選会も
中止になりましたし、どんどん変わっているというのが
私が今感じていることです。 
　そういうことで第800回の例会を開始したいと思い
ます。

ロータリーソング
　４つのテスト

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそおいで下
さいました。 
　本日のゲストは、１名です。 
　中央大学　ローターアクト副会長
　鶴岡舜也　様

3月22日（月）IM報告（清宮普美代会長）
　３月22日（月）のIMもオンラインとなっています。
今城会員が当クラブの紹介ビデオを作ってくれていま
す。富田洋平会長エレクトの動画も出てくる素敵な仕上
がりです。どうぞ皆様御参加下さい。

2月のハッピーバースデイ
　時枝紀子会員（25日生まれ） 
（ご挨拶） 
　時間を大事にしないとあっという
間に１年経ってしまいました。 
　この１年、皆様からパワーをもらい
ながら元気に過ごしたいと思います。

幹事報告（高橋肇幹事）
・ ３月１日（月）の対面例会は、緊
急事態宣言もあるので、オンライ
ンへ変更させていただきました。 
・ ３月24日（水）地区ゴルフ大会予
選会は、決勝大会が中止になったため、予選会も中

る５G、データの保存・処理能力を飛躍的に伸ばすク
ラウド、それらのデータを使って高度な判断を行う
AI（人工知能）の３つが組み合わさったトライアン
グルを基軸に、自動運転やスマートホームといった、
データを使った新しいテクノロジーが次々具体化して
いくことになる。加えて新しい４つ目の軸となるブロッ
クチェーンが登場したことで、データや情報がより効率
化・民主化されていく。トライアングルの分野で先行
しているアメリカのFAANG＋M（Facebook, Amazon, 
Apple, Netflix, Google and Microsoft）を中国の
BATH（Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei）が猛追す
る展開となっている。 

　こんな感じで失礼いたします。
（要約文責　宮下）

 例会報告  第800回  2021年2月8日（月）
 オンライン例会

接続会員数26名+メーキャップ0名
（正会員60名-休会6名）

出席率 48.15%



【クラブ協議会】
次年度に向けて奉仕プロジェクトについて協議 
①　富田洋平会長エレクト挨拶 
　ロータリーは何をやってるのと聞かれ、皆で集まっ
てお茶飲んでいるのというだけでは笑われます。ど
んなことをしているか奉仕としてきちんと説明できる
ようなプロジェクトを皆さんの総意でやっていきたい
と思います。 
　できるときにできる人ができることをやっていくと
いう秋葉会長富田幹事時期のアピールを来期も尊重
していきたいと思います。とにかく一歩を踏み出すこ
とが大事です。 
　うちの会社では、中高生の「ボランティア甲子園」
を開催しており、各地区で応募を受けて、海外ボラ
ンティア大会への派遣もやっています。教育を受け
て中高へ入ってそこでやってるボランティアに力を入
れている中高生を応援していくものです。 
　当クラブの奉仕プロジェクトもこれから1年をかけ
て堅実に進めていくつもりです。

②（大石由梨枝会員プロジェクトプラン） 
　「障害児童にむけての奉仕」 
　（説明代行：富田会長エレクト） 
　大石会員は、障害を抱える子に対する支援を提案
しています。彼女の甥がダウン症であることが分かっ
たので、障害児を支援したいと思うようになったそう
です。彼女がロータリアンになったのもちゃんと決め
て実行したいからです。まだプランは具体化していま
せんが、これから皆様の支援で決めていきたいと考
えています。

③（井関和美会員プロジェクトプラン） 
　「ひとり親家庭にむけての奉仕」（継続） 
　コロナ禍における「シングルマザーのご家庭での
子供の食事問題」において、困窮家庭の子供たち
とその母親に、質の高いお弁当をお届けするプロジェ
クトになります。 
　本プロジェクトは、前回皆様の多大なご協力もあ
り、とても沢山のシングルマザーにお弁当を届ける
ことができ、沢山のお喜びの声を頂き、地域社会に
貢献できたと確信しております。 
　緊急事態宣言の再発令がなされて、特にエッセン
シャルワーカーやシングルマザーの女性への負担や
貧困が、ますます問題となっておりますので、再度
栄養価の高い「食事」をお届けする事で、経済面は
もとより、前向きな気持ちを提供したいと考えており
ます。 
　本プロジェクトでは、以下の想いを共有した上で、
展開していきたいと思っています。 

　１．子どもたちの食環境を改善・援助したい 
　２．親の負担を少しでも軽減させ安心させたい 

止になりました。来年当クラブが又ホストになります
ので、別の手続ご協力をよろしくお願い致します。

医療奉仕プロジェクト報告（清宮普美代会長）
　現在昨年のランチギフトの相手方病院へご希望等の
お伺いをしているところですが、４月ころには始めたい
と予定しています。 
　がん研はコロナ患者を受け入れており、若い人が中心
で対応中なので弁当もがっちりしたものをご希望です。 
　今回新たなご希望としてストレッチボール、ヨガマッ
トなどがありましたので、予算内で努力したいと考えて
います。現在70万円の予算ですが、少しアップして、
他クラブにもお声掛けしながらすすめたいと思います。
（西村美寿穂会員補足説明） 
　ヒアリングでは、皆さんかなりスト
レスで、首肩廻りが凝っていて、そ
れに対応する支援もありがたいとい
うことで、身体を動かすと心もほぐれ
るし、ストレッチボールとかヨガマットとか準備をすす
めています。 
　又、治療に集中したいと断られるところもあり、対
応は病院によりさまざまで、現在アクセス中です。 
（水野珠貴会員、補足説明） 
　日本医科歯科大からは、「ハンドク
リーム、ミールのクーポンなどがある
といいな」というフィードバックの声
があり、昨年１回100個をお贈りしま
したが、今年は２回200個にしてもいいのではないか
と検討中です。順天堂大学へも連絡しましたが、今の
ところ回答がなくお弁当のみを準備中です。

ローターアクト報告（中央大学ローターアクト副会長
鶴岡舜也様）

　２月17日（水）19時30分から節
分に関する例会を開く予定です。こ
れから通知致しますので、皆様参加
よろしくお願い致します。

石川和 子 会員 例会・クラブ協議会に出られなくすみません。
上田美 帆 会員 先日は、お誕生日のプレゼントにお菓子

を頂き有難うございました。今年は、仕
事の充実度を高めつつ、健康を意識し
ながら趣味の開拓もしたいとワクワクして
います。

大盛敬子 会員 久しぶりのズーム参加でニコニコします、
宜しくお願い致します。

南　章乃 会員 春が来た。暖かい日差しにニコニコします。

にこにこ合計11,000円



宮下 文夫・小堀 　彰・山田 桂子
白坂 亜紀・須永 珠代・川口 惠
池内 純人・諏訪 智美

クラブ週報
編 集 担 当

・所属している合唱部、吹奏楽部の演奏会の録画 
・家族、兄弟で演奏
　（それぞれに200文字のメッセージを記入し提出） 
　具体的な方法（もう1つの提案） 
　メッセージを決めて、自由な表現で作品、音楽、
デザイン、ダンス、演劇など自由なアレンジで、メッ
セージを作る。 
■提出方法 
・個人でアレンジもしくは演奏 
・ 好きな曲（著作権に気を付けて）を選びアレ
ンジ 
・ 所属している合唱部・吹奏楽部の演奏会の録
画 
・家族、兄弟で演奏 
　　 （それぞれに200文字のメッセージを記入し
提出） 

■対象 
　地域の小学生から高校生

⑤（多田多延子会員プロジェクトプラン） 
　「子ども世界平和サミット」 
　世界平和実現のために、国際社会で活躍する人
材を育てる日本初の智慧の祭典。 
・日時：2021年8月10日（火）13：00～15：30 
・場所：衆議院議員会館　国際会議場 
　10代の子ども達が、子ども達の視点から「世界
平和とは何か」を考え、それぞれの考えた「世界平
和」を実現するためのアイデアを作文や動画で作成
します。 
　選ばれた10名の子ども代表は、世界のリーダー
達が実際に使用している衆議院議員会館　国際会
議場に集い、世界平和を創るアイデアを発表します。 
・審査員　宇宙飛行士　山崎直子氏　他4名（予定） 
・ ゲスト　大阪・関西万博担当大臣　井上信治氏
（予定）

（要約文責　宮下）

　３．農業始め多くの１次産業を助けたい。 
　４． 子どもたちに家庭での役割を与え、支える気持

ちを応援したい。

④（中西ふじ子会員プロジェクトプラン） 
　「リモート芸術祭」 
・ 私たちが、懸命に努力をしてきた成果を発表する
機会、場がないのです。目標、やりがい、認めら
れることが、次のチャレンジにつながる機会が乏
しいまま卒業を迎えます。 
・いま、私たちにできることは何でしょう？ 
　新型コロナウイルス感染の影響で、これまで努
力してきたこと、これからやろうとしていること、す
べてが突然断ち切られてしまいました。 
　年齢や職業や立場、また国籍も関係なく、みん
なが同様の状況に閉じ込められました。 
　こんなときだからこそ、好きな芸術分野を使って、
何かメッセージを発信することができるのではない
でしょうか。 

・世界の音楽・アートの好きな方！ 
　現実をしっかり見つめて、自分だけではなく、他の
人たちに何ができるか、考えてみてください。 
　芸術は自分の感情や内面を表現するためだけにあ
るのではありません。 
　アートの原動力は想像力です。いま、突然変わっ
てしまった世界のすみずみまで想像力を働かせ、あ
なたの心に沸き上がった気持ちをアートにして、世界
の人 と々つながりましょう。 
・それはイノベートする力 
　多様性、独創性、想像力、コミュニケーション力、
特に、イノベートする力とも言われています。 
　例えば、 
　 「新たなアイデアを生み出す力」「疑問を持つ」「解
決策を見出す」「人にアイデアを発表する」 
　「機会に敏感に反応し、活動を準備、調整する」 
　 若い人の『生きる力』を育むためには、「学校教育」
として何ができるか。 
　「ロータリー」 
　 「地域社会」「家庭」で何ができるかを考えていく
ことが重要です。 

・学校教育での限界 
　「学校教育」は、反復作業のくり返しで想像力、
イノベートする力を学習できない現場です。地域、
多様性の人材、キャリアのある組織でこそそうした
役割で大きく貢献できます。 
　例えば、 
　思考力、創造性、行動的・社会スキルなどの力
を養う応援ができるでしょう。 
　「リモート芸術祭」を企画し、子ども達・青少
年の教育に参加しませんか。 
　具体的な方法（1つの提案） 


