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会長卓話 

 

小宮山 大介 会長 

皆様こんにちは。今朝起きてNHKニュースを付け

ますと、AIの話題でした。 

ある会計ソフト開発の会社が取り上げられていまし

たが、今までの様に入力、仕分けをいちいちするわけ

ではなく、ネットバンクやクレジットカードと同期をして、

明細を自動取得。設定した仕訳ルールや AI の推測

に基づいて自動記帳するなど、経理の自動化を図り

効率化するソフトの紹介でした。 

私の日常生活でも“AI 凄い”と感じる事が多々あり

ます。音楽CDを買わなくなってずいぶん時は経ちま

すが、ついこの間までアルバムを借りてパソコン、

iPhone 等にダウンロード、もしくはインターネットでダ

ウンロードがごく普通でした。ところが今は定額聞き放

題のアプリケーションで専ら聞いています。買わなく

ても、何でもさっと検索すれば聞けてしまいます。そし

て驚くのが、趣味趣向を AI が理解し提案してきます。
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また、年度が替わると、あなたが昨年聴いた音楽特集

のようなアルバムを作り、アップロードしてきます。 

そして私の最近のお気に入りは“GoPro”いわゆる

アクションカメラですが、画像は 4K撮影でとても綺麗。

そして編集ソフトが秀逸です。少し前まではプロにし

かできなかった様な編集技術がAIにより結構本格的

に自動編集してくれます。今日は最後にその動画を

見て頂き、本日の会長挨拶とさせて頂きます。 

 
（動画：国際ロータリー第 2770地区 END POLIO MOVIE より） 

 

幹事報告 

 
大濱 裕広 幹事 

皆さま、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） 

・2021-202年度ロータリー財団奨学生募集の案内が

来ております。ご興味ありましたら、事務局に募集

要項がありますのでよろしくお願いします。 

（クラブより） 

・ドリスさんが国際基督教大学院、無事合格いたしま

した。おめでとうございます。 

・IM 記念チャリテイ―ゴルフコンペの案内が来ており

ます。日時は 4 月 3 日（金）、場所は紫カントリ―ク

ラブすみれコースです。会員の皆様に案内をファッ

クス致しますので出欠のご回答をお願いいたしま

す。 

・越谷ライオンズクラブ結成 45 周年記念式典の案内

が来ております。5月 17日（日）午後 3時半よりギャ

ザホールにて開催予定です。小宮山会長が出席予

定です。 

・浅野目会員の FAX 番号が間違いでしたので訂正

お願いいたします。048（798）8839 です。ボードに

掲示しておきますのでご確認お願いいたします。 

・先週、事務局杉山さん、伊丹さん、ドリスさんからバ

レンタインチョコレートをいただきました。 

・小宮山年度も残すところ 4 か月となりました。まだ各

委員会の事業が残っておりますので、各委員長様

には委員会の開催をお願い致します。各事業の打

ち合わせ及び懇親を深めていただき、多くの会員

の皆様に例会出席をお願いしたく、お声をかけて

いただきますように、よろしくお願い申し上げます。 

以上幹事報告でした。 

 

お客様挨拶 

 

一般社団法人 自己承認力コンサルタント協会 

理事 尾形 さくら 様 

皆様こんにちは。はじめまして。当協会の代表は山

本正乃でございます。自己承認力というのが、「自分
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を認め、信じて、前に進む力」ということで、ストレスケ

アやメンタルケア、コミュニケーションを中心に、人材

育成について全国で講演・研修をしております。 

来週は「人を褒める、認める」という事と、「世代」に

ついてお話しさせて頂きます。よろしくお願いします。 

 

 

青少年交換留学生 サミュエル 様 

皆さんこんにちは。来週埼玉の留学生たちが旅行

に行きます。広島・大阪・京都に行きます。とても楽し

みです。 

今は新しい家族（酒井会員）になり、3週間になりま

した。とても面白く楽しい家族です。 

 

 

米山記念奨学生 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

皆さんこんにちは。いつも大変お世話になっており

ます。実はこの 2日前ほぼ眠れませんでした。 

試験では、今までの人生で一番怖い面接を行いま

した。結果待ちがすごいドキドキで昨日の朝まで眠れ

ませんでした。結果がなかなか来ないので、不合格

かと思いましたが、皆様の厚い支援のおかげで無事

に合格する事ができました。これからも頑張りたいと

思うので、よろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

 

交友抄 

 
松﨑 義一 会員 

 今回の交友抄は、株式会社セッツ板紙時代のお話

をさせて頂きます。今から 38年前、私が 23歳の時に

1 年 6 か月の間、兵庫県伊丹市のセッツ板紙で段ボ

ールの修行をさせて頂きました。 

 会社には独身寮があり、一部屋で 2人、しかも 2段

ベッドでした。同室になったのは営業の方でした。活

動時間が全く違い、結構気を使いました。先輩です

からね。1年 6か月の間、部屋で 2 人酒を飲んだり、

時には大勢で飲んだり。また、色々と仕事の事も教え

て頂きました。 

 さて、今から 3 年前。私の息子が、私と同じように関

西で段ボールの修行をしたいという事で、東京工場

に問合せ、順次以下の手順で就職試験を行いまし

た。 

①マイナビ登録 

②説明会 

③実力テスト 

④一次面接 

⑤二次面接 

⑥三次面接 

のちに分かったのですが、その営業の方が、新卒採

用の総責任者だったのです。人の出会いというもの
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は、不思議なものですね。 

外部卓話 

 

埼玉県福祉部少子化対策局長付企画幹 公益社団法人 

日本パブリックリレーションズ協会認定PRプランナー 

内田 貴之 様 

 「貧困対策」「こども食堂」「フードパントリー」等、こど

もの居場所づくりに関して深く卓話して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                    “インスピレーションになろう” 

             ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ   

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※資料一部抜粋）資料完全版は例会場で確認ができます。 
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皆さん真剣に講演を聞いています 

 

資料を真剣に読み込む今井会員 

 

関会員と新沼会員も卓話に聞き入っていました 

内田様、卓話をありがとうございました。 

 

   
・お客様ようこそ！内田様、本日は卓話よろしくお願

いします。 

小宮山大介 

・内田様、尾形様ようこそいらっしゃいませ。本日卓話

よろしくお願いします。 

大濱裕広 

・お客様ようこそ！新型肺炎コロナウイルス、早く鎮静

化してほしいものです。 

大熊正行 

・お客様ようこそいらっしゃいませ。内田様、卓話よろ

しくお願いします。 

松﨑義一 須賀篤史 関雄二郎 

渡辺裕介 中澤伸浩 

・2 月 24 日開催予定の越谷ユネスコ・チャリティー茶

会は、コロナウイルス感染予防対応で中止となりま

した。ご協力ありがとうございました。 

小林光則 

・我協会の支部総会が無事終わってホッとしています。

堀野眞孝 

・結婚記念、花を頂き感謝しています。 

青木清 

・欠席ばかり反省しています。 

青木 清 

・たまには来ます。すいません。 

星野敦鋭 

・本日早退致します。 

宮﨑敏博 

・私用の為、途中退席させて頂きます。 

黒田幸英 

・世界中の人々の平和をお祈りします。 

関森初義 

・本日も宜しくお願いします。 

佐藤要 伊藤純 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者        4名 

出席者          36名 

欠席者          10名 

出席率          85.7 % 
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