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会長卓話 

 
松﨑 義一 副会長 

会員の皆様こんにちは。本日(12 月第 2 例会)は、

我がクラブの年次総会です。すなわち、次年度の役

員及び理事の選挙を行います。 

ロータリークラブの行事の中で、クラブ定款で定め

られているクラブの会合は、「例会」と「年次総会」で

す。特に例会については、「毎週 1 回、定められた日

時に開催する」ことが義務付けられております。毎週

開催では新入会員の勧誘が難しいので「クラブの理

事会決議で例会を隔週開催にしたいのだが」という

問合せが時折あるそうですが、クラブ定款に明記され

た条項は、当然のことながら、各クラブはすべて遵守

しなければなりません。 

次年度の役員・理事を選出する年次総会の開催も

同様にクラブ定款で義務化されております。なお、ク

ラブ例会・クラブ年次総会・理事会の取り決め方につ

いての詳細は各クラブの「クラブ細則」で個別に定め
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ることになっています。 

越谷北ロータリークラブでは、最大で 役員 7 名、理

事 11 名の、合計 18 名の役員・理事で構成すること

ができます。 

 

さて、ロータリークラブの年度はなぜ7月から始まる

のでしょうか？ 

1905 年にシカゴ･ロータリー･クラブが誕生し、アメ

リカ各地でロータリー･クラブが設立されるようになりま

した。そうなりますと、いろいろなクラブが顔を合わせ

るコンベンション（集会・大会）を開こうということになり

ました。今はコンベンションを国際大会と訳していま

す。世界大会という人もいます。当時はアメリカだけに

ロータリー･クラブがありましたのでコンベンションは、

単に大会という意味でした。ロータリー･クラブがカナ

ダに広がってコンベンションは、 International 

Convention となり、現在に至っています。 

1910 年 8 月 18 日に最初の大会が開かれ、ポー

ル・ハリスがロータリー･クラブ全米連合会(16 クラブ)

の会長に選ばれました。ロータリーの大会といっても、

登録者は 60 人、ささやかなスタートでした。ロータリ

ーについて連合体 という概念は現在も生き続けてい

ます。つまり、ロータリーにおいては、各ロータリー･ク

ラブが主体性を持っているということです。 

ロータリーの最初の会計年度は、第 1 回大会が終

了した翌日、1910年 8月 18日に始まりました。翌年

度の 1911年 8月 21日にロータリー全米連合会はロ

ータリー国際連合体になり、再度ポール・ハリスが会

長に選ばれ、会計年度もこの日程に合わせ 8 月 21

日の開始になっています。 

さらに、翌年 1912年 8月、理事会が当時の国際ロ

ータリークラブ連合会の会計監査を会計士に依頼し

た際、クラブ幹事と会計が十分な時間をもって大会に

向けた財務報告を準備し、クラブ代議員の数を決定

できるよう、会計年度の最終日は 6 月 30日にするの

が良いとの提案を会計士から受けたそうです。執行

委員会は同意し、1913 年 4 月の理事会で 6 月 30

日を会計年度の最終日と定めました。それ以来ロー

タリー年度は、7 月 1 日になりました。すなわち、100

年近くも前から「ロータリー年度」は、6月30日に年度

が終わり、7月 1日から開始になっています。このこと

は国際ロータリー定款にも明記されています。 

以上、事業年度が 7月から 6月の 1年間になった

経緯です。 

 

尚、ロータリーの国際大会は、1917 年まで 7 月ま

たは 8 月に年開催していましたが、1916 年米国シン

シナシティでの年次大会において夏場の暑さを考慮

して、大会を 6 月に開催する決議案を採択しました。

これにより次の大会となるアトランタから 6 月に開催さ

れるようになりました。 

以上で会長卓話を終わらせていただきます。 

 

幹事報告 

 
大濱 裕広 幹事 

 皆様こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしくお

願いいたします。それでは幹事報告いたします。 

（地区より） 

・浦和東 RC 創立 50 周年記念チャリテイーゴルフ大

会の案内が来ております。参加希望の方は事務局ま

でお願いします。日時 3月 17日（火）、申し込みは 1

月 31日までとなっております。 

・インターアクト委員長会議のお知らせが来ておりま

す。日時は 1月 16日（木）14時～15時ラフレさいた
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まにて開催されます。 

・社会奉仕アンケートご提出のお願いが来ております。

各クラブで行っている社会奉仕活動をアンケートに記

入して 1月 31日（金）までに提出御お願いしますとの

ことです。社会奉仕委員会さんよろしくお願いいたし

ます。 

（クラブより） 

・インターシティミーテイングに関してのお願いが来て

おります。12月 27日までに各会員登録料 10000円

の納付をお願いしますとのことです。IMは 1月 27日

（火）移動例会となっておりますので皆様のご参加よ

ろしくお願いいたします。 

・来週は 20 日（金）クリスマス例会となっておりますの

でお間違えの無いようにお願いします。時間は 18 時

より場所はベルヴィヒルズマーキュリーです。よろしく

お願いいたします。 

・又、新年例会は令和 2年 1月 8日（水）、場所は二

木屋にて昼食を兼ねて開催されます。時間は 11 時

30分より14時まで、バスでの移動となります。よろしく

お願いいたします。 

以上幹事報告でした。 

 

雑誌記事紹介 

 
中澤 伸浩 会員 

「AI と先端医療」 

今日は、ロータリーの友 12月号巻頭掲載のスピー

チ「AI と先端医療」について紹介させて頂きます。こ

れは、2019年 2月 9日、RI第 2710地区第 8Gの

IMにおいて記念講演として行われた東京大学医科

学研究所附属病院の東條有伸病院長・教授のスピ

ーチの要旨で、時間の都合上、ダイジェスト版というこ

とで紹介させて頂きます。 

「人間の脳とほぼ同じような機能を有する AI、つまり

自意識とか想像力、目標設定する能力を持つ AIを

「強い AI」または「万能型 AI」と呼びますが、このよう

な AIは、実際にはまだ SFの中にしか存在せず、い

わば「鉄腕アトム」や「ドラえもん」のようなイメージで

す。 

 今、現実に存在するのは、人間の脳が持つ機能の

うちの一部、例えば物を認識する、物を探索するとい

った限られた機能しか発揮できない「弱い AI」または

「特化型AI」と呼ばれるものです。実例としては、グー

グル・ディープマインド社の「アルファ碁」、IBMの「ワ

トソン」、もっと身近な例としては、アマゾンの「アレク

サ」が挙げられるでしょうか。 

 AIがいつ人知を凌駕するのか、つまり、「強い AI」

がいつ出現するのかという点にも人々は関心を寄せ

ています。2015年、AIの研究者 350人に調査したと

ころ、10%の研究者が「9年以内」、50%が「45年以

内」と回答しているそうです。 

 業種別データによれば、2053年には人間の外科

医に代わって AIがロボットを動かしスキルの高い手

術をすると予想され、ベストセラー作家は 2049年に、

販売員やトラックの運転手は 2027年に、翻訳家は

2024年に、という予想も出ています。」とのことです。 

 弁護士や法の世界でも、徐々に AIが関わりを持ち

始めています。膨大なデータの中から争点と関わりを

もつ有意義なデータを抽出するAIや、AIを活用して、

悩みを抱えた相談者に最適な弁護士を紹介するなど

のシステムが構築されているようです。 

 今後、私もAIを活用することはあっても、AIに仕事

を奪われることのないように、人間の頭脳ならではの

法的思考や、弁護士スキルの研鑽を積んでいきたい

と感じました。(参照元：ロータリーの友 12月号) 
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委員会報告 

社会奉仕委員会 伊藤 純 委員長 

地区より 2019年 10月台風災害・首里城火災に対

する義援金協力のお願いがきております。ご協力よろ

しくお願いします。 

 

職業奉仕委員会 関森 初義 委員長 

①1月 8日の例会は移動して、新年の例会という事

で「二木屋さん」の方で行わせて頂きたくプログラム委

員会と協力して段取りを進めています。 

 

②職業奉仕フォーラムを開催するにあたりファック

スでアンケートを送らせて頂いています。なかなか書

くのが難しいというご意見を頂いていますが、自分が

思ったこと、わからないことはわからないで構いませ

んので、返信をお待ちしています。 

 

国際奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

来年ホノルルで開催される世界大会登録のご案内

です。今月の 15日までにご登録頂きました方に関し

ては450ドルでの登録が可能です。それ以降3月31

日までの登録になりますと 100 ドル多くなってしまい

ますので 15日までの登録をお願いしたく思っていま

す。 

マイロータリーから登録がおすすめですが、できな

い方はこちらで一斉に登録をかけますので、本日中

に私の方にご報告をお願いします。現在ご夫人も含

めまして参加者 22名を予定しております。また、登録

状況の確認も行いたいですので、登録を行った方は

私の方に連絡をお願い致します。 

 

ロータリー財団委員会 深野 秀樹 委員長 

年間を通して受け付けていますので、よろしくお願

い致します。 

 

 

2019-2020年度 年次総会 

 
司会 大濱 裕広 幹事 

年次総会開催にあたり出席率を発表しました。 

（細則第 5条第 3節により会員数の三分の一を上回

っているため年次総会は有効となりました） 

 

 
吉澤 晴雄 直前会長 

年次総会におけるこれまでの経過を説明しました。 

 

 
投票の様子 

例会場では会員による投票が行われました。 
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2020-2021年度 理事・役員 

令和 1 年 12 月 11 日の年次総会において、

2020-2021 年度の理事・役員が以下のとおり承認さ

れました。 

 役 職 氏 名 

役員 会 長 須賀  篤史 

役員 副 会 長 松井  昭夫 

役員 会 長 エ レ ク ト 中澤  伸浩 

役員 幹 事 関  雄二郎 

役員 会 計 佐藤   要 

役員 会場監督（SAA） 堀野  眞孝 

役員 直 前 会 長 小宮山 大介 

理事  市川  洋和 

理事  大熊  正行 

理事  伊藤   純 

理事  江口  公晴 

理事  小林  光則 

理事  大濱  裕広 

理事  長谷川 真也 

理事  大島  直幸 

理事  関森  初義 

理事  酒井  新樹 

理事  本間  睦人 

厳正な開票・集計を行いました。 

 

 
会長エレクト 須賀 篤史 会員 

あと半年後には新年度という事に、実感が沸いてき

ました。本日の年次総会におきまして、皆様のご承認

を受けて理事役員が決まりました。また、理事役員の

皆さんにおいては快く引き受けて頂けました。 

これからあと半年間、しっかりと私自身も勉強しなが

ら準備をしていきたいと思いますので、引き続きご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

 

 
会長ノミニー 中澤 伸浩 会員 

 本日皆様に可決頂きましてありがとうございます。

まだ先の事にはなりますが、須賀年度を支えながら、

経験を積んで魅力あるクラブ作りに努めて行きたいと

思います。 

ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

 

越谷北 RC 45周年に向けたフォーラム 

 
創立 45周年準備委員会 小林 光則 委員長 

周年事業を考えたアンケート結果を基にフォーラムを

開催しました。 
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集計結果 

創立 45周年・周年事業に関するアンケート 

 

ロータリークラブでは通常、5 年毎、あるいは 10 年

毎の節目に周年を記念して何らかの事業を行うことが

多いと思いますが、次年度(2020～2021 年度)にど

のような形で 45 周年を迎えるか、皆様のご意見をお

聞きいたします。 

 

すべての質問のどれかに○印をお付け下さい。 

回答数 25名 
① 45周年事業を行うかどうか。 

行う 17     行わない  6   どちらでもよい 2 

 

② 行わないと答えた方に質問いたします。 

1 .周年事業はまったく必要がない  1 

2 .周年事業は 10年毎でよい      9 

3. その他 (                 ) 

 

③ 行うと答えた方に質問いたします。 

1. 今までの周年事業のような形で行う(記念式典、

講演、懇親会など)  3 

2. 記念式典や懇親会などにこだわらずに社会奉

仕活動などロータリー活動に関連した記念事業を

行い、広報活動に努める。 12 

3. その他周年事業の具体的な実施についてのご

意見があればお書き下さい。  

(ご意見) 

●金額に見合った事業・式典で良い。徴収してまで

行わない。 

●10 年ごとに規模を縮小して実施してはいかがで

しょうか。 

●今回はできるだけお客様は少なくクラブ内で行

う。 

●会員家族だけでのお祝い 

●今までの周年事業ではなく規模を小さく、クラブ

会員主体で楽しく開催して、クラブの活性化につな

げればよいと思います。 

●45 周年は集められる予算内で実施内容を決め、

50 周年は前もって予算を集めるか年度予算から

割り当ててプールして予算の金額により内容を決

める 

 

④ 記念式典などを行う場合特別会費の徴収が必要

になりますが、その場合どの程度が妥当だと考えます

か。 

1. 特別会費の徴収は好ましくない         6 

2. 半期ごとに 1万円 ×3期＝30,000円  11 

3.  半期ごとに 1.5万円×3期＝45,000円   1 

4.  半期ごとに 2万円 ×3期＝60,000円   0 

5.  その他 →妥当だと思われる金額は→  

● 20000円 必要最低限 

● 相応の徴収は必要 

 

⑤ 最後に周年事業に関しての意見がありましたら何

でもお書き下さい。 

  ●家族同伴のイベントのほうが良いと思います。 

  ●会にお金がないのなら行なわないほうが良い。 

  ●姉妹クラブを提携し、招待したらどうか。 

  ●あまりお金をかける必要はないと思うが 5年周期

で周年式典はやるべきだと思う。クラブの活性化

のためと新しい会員のため、また徐々にいな 

   くなってしまう会員のためにも。 

  ●会員増強が実になるのであればやるべきだと思

います。 

  ●45 周年では周年事業についての見直しを中心

に、北クラブの中長期計画に盛り込み、50 周年

に備えた貯蓄を行うと良いと思います。 

  ●現在周年事業積立金がゼロで 5 年後には創立

50 周年を控えており、45 周年は内輪で簡単に

行えば良いと思います。 
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  ●現在周年事業の予算もないので次の 50 周年に

向けて準備をしていくのが良いかと個人的には

思います。会員の総意と大事なことは次の会長

がどうしたいかが重要だと思います。会長の意向

に添って協力するのが会員の務めかとも思いま

す。 

  ●次に控える50周年は盛大にやるべきと思います。

そのための資金づくりは今から考えても良いの

ではないでしょうか。 

 
木村 二夫 会員 

 
堀野 眞孝 会員 

 
大熊 正行 会員 

各会員が 45周年に向けて、熱い意見を語り建設的

なフォーラムになりました。 

 

 

スマイル報告 

 

・本日年次総会よろしくお願い致します。 

松﨑義一 

・本日年次総会です。よろしくお願いします。 

大濱裕広 

・年次総会よろしくお願いします。 

宮﨑敏博 須賀篤史 大熊正行 

・職業奉仕の勉強会に参加しました。大変為になりま

した。ありがとうございました。 

堀野眞孝 

・海外出張の連続により欠席続きで申し訳ありません。

ようやく落ち着きました。 

浅野目猛 

・本日もよろしくお願い致します。 

佐藤要 伊藤純 

・世界平和を祈念致します。 

関森初義 

 

 

 

出席報告 

 

会員数          46名 

出席免除者欠席     4名 

出席者          32名 

欠席者          14名 

出席率          76.1% 
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例会場の様子 

会長不在の中行われた第 2127回例会。 

今回は、点鐘前からいつもとは違う趣がありました。 

 

 
例会開始前に地区大会の映像が流れました 

 

 

松﨑副会長の気合は十分 

 

 

慣れない司会で緊張が走る吉田会員 

 

 

 

 

於：越谷北 RC例会場 会議室 

 職業奉仕委員会では、毎月職業奉仕についての勉

強会を開催しています。関森委員長が毎回テーマを

用意し、参加者たちで内容を考え、自身の意見を語

ります。 

 
職業奉仕について考える参加会員の皆様 

 

 

関森委員長はファシリテーターを務めます 

 

 

意見を述べる鈴木英男会員 
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国際ロータリー第 2770地区第 8グループ 

2019～2020年度 小宮山年度 

第 2128回例会 

於：ベルヴィヒルズマーキュリー 

 

 

 
バスの案内を行う松﨑会員 

 
親睦委員会の皆様がお出迎えをしています 

 

出席報告 

出席率          100% 

 
受付ではクリスマスのおもちゃも配布していました 

 
クリスマス卓話を行う小宮山会長 

 
幹事報告を行う大濱幹事 

 
挨拶を行う小林操ガバナー 
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クリスマスソングを熱唱する新井ガバナー補佐 

 
司会を担当するドリスに指導する長谷川会員 

 
司会がんばりました！ 

 
ついにパーティーが始まります！ 

 
会場は盛り上がっています 

 
食事を取り分ける櫻井会員 

 
なんと会場にはサンタさんが二人も来てくれました！ 

 

Merry Xmas & happy new year!! 
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司会をがんばったドリスにもプレゼント 

 
大盤振る舞いのサンタさんでした 

 
ロータリアン格付けチェックが行われました 

 
高級ワインを当てることをできるでしょうか！ 

 
結果はこの通り 

 
子供たちもイベントで楽しそうにしています 

 
ロシアンルーレット（酢）が行われました 

 
最高の演技力を発揮する関森会員 
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ロシアンルーレット第 2弾も行われました 

 
とても可愛い参加者もいました 

 
最後は「手に手つないで」です 

 
ソングリーダーは新エース吉田会員 

 
締めの挨拶は須賀エレクトが行いました 

 
抽選会のプレゼントも沢山用意されていました 

 
真剣に間違い探しを行う黒田会員 

 
★☆★お疲れ様でした！また来年★☆彡 


