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　「脳と AI　ヒトがすべきことは何か」という
テーマで先日、東京大学の池谷教授の講演を聴く

機会があった。その話によると将来、現在の日本
の仕事の55％はAI に代替され、第４次産業革命・
デジタル革命が新しい仕事・雇用を生むという。

一方ニューヨークタイムスの記事によると、今の

小学生の65％は現存しない職業に就くことになる
だろうから、小学生に将来就きたい職業を聞いて
も65％の子の夢はかなうべくもない。したがって
その問いはナンセンスだという。今や、「将来の夢」
は、その実現性ではなく、まず、どのような夢を

描くのか、あるいは非現実的であろうと想像力が

問われる時代なのだろう。

　ふと、先日、自動翻訳機を手に取った時の衝撃
を思い出した。携帯ほどの端末で様々な言語の文
字、文章、音声がタイムリーに翻訳される。かつ
て（私は）ドラえもんの道具のひとつと思ってい
たものが実用化されたのだ。指摘されていること
だが、改めて技術は想像力に導かれると強く思った。

　AIの進化は、人々に利便性や楽しみをもたらす

半面、人々の仕事・雇用を奪う故、多くの人に不
安を抱かせる面もある。さらに、人々の様々なデー
タを大量に収集したBIGデータの分析により、人
間の思考を察知する領域までAIは進化していると

も。そのうち人間を超え、人間を支配し、人間を

滅ぼすのではないかという警戒感も高まっている。

　しかし本来、AI はヒトの脳の補佐を目的とし
て作られており、人間との共同作業があるべき姿。

人間の敵は AI ではなく、AI を悪用しようとする

人間だというお話もあった。確かにその通りであ
ろう。一般の人は AI の技術的な改変には関われ
なくても、私達の行動によって形成されるビッグ
データが AI を育てているのだから、私達は間接
的に AI の基本的な行動指針を作り、コントロー
ルしているはずだ。私達が多様性を尊重し、人間
らしい倫理や優しさを大切にしていれば、それを

理解したAI が育つと信じたい。

　話は変わるが、先日、中国深圳の変わりようを
お聞きする機会があった。その成長スピードは驚
くばかりで、街の平均年齢も32歳と東京の44歳
と比べて12歳も若く、５G や AI を活用した都市
部の活気はすごいという。すでに EV バスや EV
タクシーが走り、改札は顔認証、物流も無人化、

犯罪も監視カメラと顔認証技術で犯人の逮捕も早
い。決済もほとんど電子マネー。プライバシー上
の問題はあるかと思うが進化を遂げるデジタル都
市である。コロナウィルスが終息したら是非一度
視察に行ってみたいものだ。



水戸ローターアクトクラブ会長　青木　菜摘

　今年度のクラブターゲットは「殻を破る！」

　茨城地区でも会員が

一番多く、これからの

地区やクラブ運営を

担っていくメンバーが

多いからこそ、一人

一人がレベルアップ

し、自己成長出来るク

ラブを目指して行きま

す。また、今年度から水戸ローターアクトクラ

ブとして、奉仕活動事業も継続的に行う予定で

す。ロータリアンの皆様の会社の社員の方をぜ

ひ紹介頂ければと思います。宜しくお願い致し

ます。

　2020～21年度水戸ローターアクトクラブ会

長は、青木菜摘さんが選出され、今回で３代続

けての女性会長となりました。水戸の若手に

おける女性リーダーシップの強さ、優秀さを

象徴する就任となりました。青木菜摘さんは、

2016年に水戸ＲＡＣに入会し、2018～19年度

地区広報、2019～20年度は、茨城県北ＲＡＣ

副幹事をされました。

国際協議会についての報告

直前地区代表　但野実穂子

　日頃より水戸ロー

ターアクトクラブを

ご支援頂きましてあ

りがとうございます。

2020年1月22日 ～ 24

日、アメリカ・カリ

フォルニア州サンディ

エゴで開催された国際

協議会に参加させていただきましたのでご報告

させていただきます。近年のRI会長のローター

アクターへ期待する流れと、今年度マローニー

RI会長の「ローターアクトの意見を取り入れ、

ガバナーエレクトの新たなアイディア戦略に活

かして欲しい」との意向で、昨年度から全世界

のローターアクターへ募集を募り、この協議会

に招待して頂ける様になりました。応募総数は

全世界で400名、内招待されたのは20 ヵ国以

上の国から60名、内日本人は４名でした。

　協議会は、本会議で様々なテーマでのプレゼン

テーションを聞きその内容に沿ってその後の分

科会で意見交換を行うといった流れで行われま

した。昨今のロータリークラブの課題などを洗

い出し考えていく中で、私たちローターアクター

の意見も取り入れながら今後の取り組みや地区

へのフィードバックについて議論していただけ

たことは本当に有難い機会で、ローターアクト

の重要性を改めて感じた瞬間でもありました。

※この協議会で発表された次年度のテーマは

「Rotary	opens	opportunities（ロータリーは

機会の扉を開く）」。このロゴには「クランベ

リー」「ロータリーゴールド」「ロータリーロイ

ヤルブルー」の三色の色が使われており、「ク

ランベリー」はローターアクトのロゴの色を取

り入れたそうです。遂にロゴにもローターアク

トが進出し、ここにもロータータクトの立場の

高まりを感じる事が出来ました。

　その他にも、世界のローターアクターとの関

わりの中で各地区の事情や柔軟な取り組みの姿

勢などを学ぶことが出来ました。活躍している

たくさんの方々の発表や、分科会での学びによ

り目指していきたいビジョンはたくさんあるも

のの、正直なところこれらを今すぐ地区やクラ

ブにやってもらう事は簡単ではないと思いまし

た。その中で私は今何が出来るか、まずは RI

の考え、そこから降りてきた第2820地区の考

えをしっかりとフィードバックしていくことが

重要だと思います。その状況の中で私たちはど

うしていくのか、地区のクラブのメンバーに問

い掛け、より良いローターアクトクラブを作り

上げていきたいと思います。

　改めて、この様な貴重な機会をいただけたこ

とに感謝するとともに、しっかりと地区やクラ

ブの運営を行い今後のロータリークラブとの関

わりを大切にしていきたいと思います。引き続

き水戸ローターアクトクラブをどうぞよろしく

お願いいたします。

【卓　話】
水戸ローターアクトクラブ会長挨拶と

国際協議会についての報告

水戸ローターアクトクラブ
会長　青木　菜摘

直前地区代表　但野実穂子



◇ ゲスト紹介

第2820地区ガバナーエレクト

新井　和雄	氏（下館ＲＣ）

第2820地区	地区幹事

	 早瀬　浩一	氏（下館ＲＣ）

水戸ローターアクト

	 直前地区代表　但野実穂子

会長　青木　菜摘

◇ 第2820地区ガバナーエレクト挨拶

新井　和雄 氏（下館ＲＣ）

　下館ロータリークラ

ブの新井です。

　この度は親クラブの

皆様にガバナーエレク

ト就任のご挨拶に参り

ました。

　昨今はコロナウイル

ス感染症の蔓延により、

ロータリーの活動も様々なところに影響がでて

おりますが、ガバナーエレクトの研修において

もバーチャルでの研修が行われました。この先

の予定もいくつかの会合がバーチャルでの開催

予定となっています。このような変化によって

世界中の方と気軽に繋がれるという意味におい

ては利点もあるのかなと思っています。７月の

諮問委員会において私の年度の事業計画を発表

させていただきました。今後の感染症の状況に

より変更が生じる可能性もあると思いますが、

できる範囲で地区内クラブの皆様のお役に立て

るガバナーになれるよう頑張ってまいりたいと

思います。９月１日にはガバナーエレクト事務

所を開設致しますので、お近くにお越しの際に

は是非お立ち寄り下さい。今後ともどうぞよろ

しくお願い申し上げます。

◇ 新会員紹介

◦工藤　勝則（ビル管理）S52.6.14生

　㈱ライフステージ　代表取締役

　この度は入会をさせていただき誠に有難うご

ざいます。

　入会にあたりご支援をいただいた皆様に心

より御礼申し上げます。８年

前に現在の会社を起業いたし

ました。業務内容はビル管理、

不動産管理、不動産売買をメ

インにしております。まだま

だ未熟でありますので、ロー

タリーの活動を通して社会に貢献できる人間に

なっていきたいと思います。どうぞご指導のほ

どよろしくお願い申し上げます。

（推薦者　篠﨑会員・片岡会員）

◦岡本　圭司（損害保険業）S39.7.16生

　三井住友海上火災保険㈱茨城支店　支店長

　これまで高知、熊本で通算

５年間ロータリークラブを経

験してまいりました。この度

は歴史と伝統ある名門クラブ

に入会させていただいた事は

大変嬉しく思っております。

まだまだ勉強中ですので皆様にご指導いただき

ながらしっかりロータリーを学んでいきたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。

（推薦者　砂押会員・豊﨑（繁）会員）

◦鈴木　直行（中央銀行管理職）S41.12.23生

　日本銀行水戸事務所　所長

　この度は入会をさせていた

だき誠に有難うございます。

趣味は大学時代に山登りを

やっていましてそれを続けて

いるのと、最近ではマラソン

をやっております。様々な大

会にも参加しています。体力には自信はありま

すのでロータリーの活動にも繋がると良いかと

思っています。また仕事を通じて地域の皆様の

お力になれるよう取り組んでまいりたいと思っ

ています。何卒ご指導のほどよろしくお願い申

し上げます。

（推薦者　豊﨑（繁）会員・寺門会員）

◇ 会長の時間

　先週29日に「第１回創立70周年実行委員会」

８月第１例会 司会　秋葉委員例 会 報 告



が開催されました。実行委員長に井上パストガ

バナー、副実行委員長に石島元会長になってい

ただき、日程と会場・どこまでお呼びするかと

いう大きな方向性を審議決定いたしました。（来

年３月27日（土）三の丸ホテル）さて、本日の

ゲスト、第2820地区ガバナーエレクト新井和

雄様にご挨拶いただき大変ありがとうございま

した。今後ともご指導賜りますようよろしくお

願いいたします。本日は３名の新会員をお迎え

することができました。工藤さん・岡本さん・

鈴木さん、こころから歓迎申し上げます。皆さ

ん今月８月は「会員増強・新クラブ結成推進月

間」です。集中して会員増強活動をやってまい

ります。男女問わず情報提供を山口（晃）会員増

強委員長までお願いいたします。また齊藤（佳）

ニコニコＢＯＸ委員長により「Web ニコニコ」

が本日よりＨＰに開設されました。本日の卓話

は地区ローターアクト直前地区代表の但野実穂

子さんと水戸ローターアクト今年度会長の青木

菜摘さんです。私にとって青少年奉仕は一丁目

一番地であります。皆さん、若者は未来です。

未来を共に作っていく喜びを感じていただけれ

ば幸いです。そして先ほど８月定例理事会が開

催され、残念ではありますが８月納涼家族会は、

コロナ感染防止を第一に考え中止にいたしまし

た。断腸の思いです。これからお盆休みに入り

ます。まずは健康第一にお過ごしいただければ

と思います。

◇ 出席報告

石島委員

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

110名 75名 35名 73.53%

前　週訂正出席率　80.00%

前々週訂正出席率　75.25%

◇メークアップ

7/29		水戸西ＲＣ　　横須賀満夫

7/30		ワールド大阪ＲＥＣ　　山﨑晋一郎

8/3　	水戸さくらＲＣ　　横須賀満夫

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

新井ガバナーエレクト（下館ＲＣ）……ガバナー

エレクト就任の挨拶に参りました。よろしく

お願い致します。

工藤会員……本日入会させて頂きます。宜しく

お願い致します。

岡本会員……本日より入会させて頂きます。名

門クラブへの入会、大変嬉しく思います。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

鈴木会員……本日より入会させて頂きます。ど

うぞ宜しくお願い致します。

内藤会員……ロータリーライフに感謝。

香嶋会員……今月も宜しくお願い致します。

石井会員……内藤会長さんに CDを作って頂き

ました。

豊﨑（繁）会員……工藤さん、岡本さん、鈴木

さんの入会をお祝いします。

砂押会員……新会員の岡本さんを宜しくお願い

します。

成田会員……本日配布した案内の様、第１回の

ロータリーを楽しむ会を９月８日に開催しま

す。是非ご出席下さい。脱コロナ祈！

山口（晃）会員……岡本さん、鈴木さん、工藤さん

入会おめでとうございます。

篠﨑会員……工藤さんをよろしくお願いします。

秋葉会員……初司会です。よろしくお願い致し

ます。

齊藤（佳）会員……70周年実行委員会で誕生日

のお祝いをして頂きありがとうございました。

八文字会員……誕生祝ありがとうございます。

根本会員・片岡会員・中村（三）会員・川﨑（隆）

会員……誕生日祝いありがとうございます。

髙原会員・清水会員・増山会員・小泉会員……

妻の誕生日祝ありがとうございます。

安（圭）会員……工藤君よろしくお願いします。妻

のお祝いありがとうございます。

北島会員・鈴木（賢）会員・海野会員……妻の誕

生日プレゼントありがとうございます。

本日の合計 27件 134,000円

◇ 財団ＢＯＸ

片岡　宗厳会員……財団の友献金

（第１回）　　　＄100	 10,500円　

	 （累計　＄2,100）

岡﨑恵一郎会員……財団の友献金（ポリオプラス）

（第１回）　　　＄100	 10,500円　



	 （累計　＄2,100）

香嶋　　貴会員……財団の友献金

（第７回）　　　＄100	 10,500円　

	 （累計　＄1,700）

この計 ３件 31,500円

◇ 米山ＢＯＸ

豊﨑　　繁会員……米山功労者献金（第４回）

　　　　　　10,000円	 （累計　440,000円）

岡﨑恵一郎会員……米山功労者献金（第４回）

　　　　　　10,000円　	（累計　340,000円）

片岡　宗厳会員……米山功労者献金（第７回）

　　　　　　10,000円	 （累計　270,000円）

照沼　重輝会員……米山功労者献金（第９回）

　　　　　　10,000円　	（累計　190,000円）

この計 ４件 40,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．新会員の所属委員会は、下記のとおりです。

　　工藤　勝則	会員……親睦活動委員会

　　岡本　圭司	会員・鈴木　直行	会員

……会場委員会

２．本日、年会費上期分の請求書を配布いたし

ましたのでお振込みお願いいたします。今年

度のみ年会費が減額となっております。

３．2020～2021年度会員名簿を作成しており

ます。訂正の有無にかかわらずご提出をお願

い申し上げます。

　　―公共イメージ向上委員会・

職業奉仕委員会―

４．地区第１回会長幹事会が開催されます。

　　と　き　８月30日㈰　登録受付	9：00

　　　　　　本会議	10：00～14：30

　　ところ　つくば国際会議場	多目的ホール

　　　　　　〒305－0032

　　　　　　つくば市竹園2丁目20－3

　　　　　　TEL	029－861－0001

　　出席者　内藤　　学	会長

　　　　　　香嶋　　貴	幹事

　　　　　　他地区関係者

５．水戸市内ロータリークラブ例会休会のお知

らせ。

　　水戸西ＲＣ　　　８月12日㈬

　　水戸東ＲＣ　　　８月13日㈭

　　水戸好文ＲＣ　　８月13日㈭　

 

　　水戸南ＲＣ　　　８月14日㈮

　　水戸さくらＲＣ　８月17日㈪

定款第７条第１節により休会

６．８月18日開催の納涼家族会は中止及び休

会となりました。

◇ ８月定例理事会報告

日時　８月４日㈫　11：30～

場所　三の丸ホテル

議題　１）退会会員について

２）新会員候補者審議について

３）新会員所属委員会について

４）国際奉仕委員会ベトナム奨学金

支援（案）について

５）第１回サポート委員会主催研修

会について

６）水戸市との災害時の相互協力に

関する協定書について

７）コロナウイルスに関する出席免

除について

８）８月納涼家族会について

９）８月・９月例会プログラムにつ

いて

10）その他

報告依頼事項

１）友のお供新聞49号について

２）次回定例理事会

９月１日㈫　11：30～

ホテルテラスザガーデン水戸



８月６日㈭　12：00～13：30

ホテルテラスザガーデン水戸

議題　今年度委員会活動について

例　会　予　告

９月１日（火）
	 於　ホテル	テラスザガーデン	水戸
―イニシエーションスピーチ―
卓話「沖縄と本島と水戸」

本島　康雄	会員

９月８日（火）
	 於　ホテル	テラスザガーデン	水戸
―イニシエーションスピーチ―
卓話「私の仕事と趣味」

荒川　繁美	会員

９月１５日（火）
	 於　ホテル	テラスザガーデン	水戸
―イニシエーションスピーチ―
卓話「生い立ちと今に至った経緯」

額賀　正博	会員

週報担当　白田　礼治	委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

　山口会員増強委員長が例会のイスを笑

顔で数えている姿。とかけて東京ヤクルト

スワローズの歴代監督。と解きます。その

心は。

「新会員の　セキネ（席ね、関根）　

ジュンゾウ（純増、潤三）しています」

●今週のなぞかけ。●

会員組織・クラブ管理運営委員会合同家庭集会

岡﨑会員組織委員長 川名クラブ管理運営委員長

　水戸ロータリークラブ創立70周年第１回実

行委員会が開催されました。

　　７月29日㈬　18：30～　於　維新

１．実行委員長挨拶　　井上　壽博	会員

２．会長挨拶　　　　　内藤　　学	会長

３．審議事項

　１）日程・場所の件

　２）出席者並びに招待者の件

４．協議事項

　１）開催概要の件（各委員会役割含む）

５．報告依頼事項

６．その他

井上実行委員長・石島副実行委員長

会員組織・クラブ管理運営合同家庭集会

内藤会長


