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  「ロータリーは機会の扉を開く」 Rotary Opens Opportunities 

   R I 会 長  ﾎﾙｶﾞｰ・ｸﾅｰｸ （Herzogtum Lauenburg-Mölln RC /ドイツ） 

    第 2 5 2 0 地 区 ガバナー 伊藤 智仁 （花巻南ロータリークラブ） 

    花巻南ロータリークラブ会長 似内 裕司 

 

第 2632 回例会 令和 3 年 6 月 17 日 

Ⅰ．開会点鐘     似内裕司会長 

Ⅱ．ロータリーソング斉唱 

Ⅲ．四つのテスト 

Ⅳ．ゲスト紹介 

Ⅴ．会長の時間    似内裕司会長 

Ⅵ．幹事報告     高橋 誠幹事 

・国際ロータリー第 2520地区 2020-21 年度ならびに 

2019-20 年度 表彰記念品発送のご連絡 

〔国際ロータリー第 2520地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

・伊藤智仁ガバナーならびにガバナー補佐慰労会のご案内 

〔国際ロータリー第 2520地区 ガバナーエレクト 

 鈴木俊一〕 

Ⅶ．慶祝（月初のみ）    親睦委員会 

Ⅷ．委員会報告  

Ⅸ．ニコニコ BOX   ニコニコ BOX 委員会 

Ⅹ．出席報告     出席奨励委員会 

Ⅺ．プログラム 

Ⅻ．閉会点鐘       似内裕司会長 

 

 

 

 

【前回確認事項】 

１．配布 

  ●第 2631 回例会会報 

 

２．出席 

  ●6 月 10 日(木) 33 名中 15 名出席 

   出席率 50.0% 前回修正 56.6% 

  メーキャップ 

 6/9(水)花巻市内３RC 新会長幹事 Zoom 会議 

 照井敬孝君・佐々木繁樹君 

 

 ３．ニコニコ BOX 

♦ 牛肉のデミカツ サラダ添え 

♦ スープ 

♦ ライス 

♦ デザート   
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6 月 10 日例会 

高橋 誠君：「1910年 5月創業。この 6月で 111

年になりました。高源精麦、高源電気、みちのくクボタ

とも、これからもよろしくお願いいたします。 

（11,100 円）」 
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  会長の時間 似内裕司会長 

     ・第 4 次産業革命（インダストリー4.0） 

   産業全体の動向について 

 

・Iot（物と物とがインターネットでつながる）及びビックデータ

（いろいろなデータをネットで繋ぎ、解析し、利用する。 

・AI 人工知能 自らが学習し、一定の答えを出す。 

上記 2 つが、コアな部分です。こうした技術を取り入れることに

より、生産者側から見れば、飛躍的に生産性が向上する。消

費者側から見れば、今までよりも低価格で好きな時に好きな量

を購入するサービスを受けることができる。 

事例 1 データ解析を活用するもの 製造業者による自社製

品の稼働状況のデータを活用して、保守点検の提供、ネット上

での注文に合わせた商品の提供。 

事例 2 シェアリングサービス。インターネットを通じて利用者と

提供者をマッチングさせる。自動車、住居、衣類、駐車場など

様々なものが登場しています。 

事例 3 AI やロボットの活用 AI を活用した資産運用、ロボ

ットを活用した介護補助 

事例 4 フィンテック ファイナンスとテクノロジーを組み合わせ

た造語。取引先金融機関やクレジットカードの利用履歴をスマ

ートフォンで管理する個人間で送金や貸し借りを仲介するサービ

ス。情報を AI で分析して信頼度を高める。 

最終的に第 4 次産業革命がどんどん発達していくと、すべての

分野において生産性が向上するが、相反して雇用が懸念され

る。ただし情報処理関連業種では今後も雇用は伸びるので、

AIやロボット導入による人員削減は情報関連部門を立ち上

げ、労働者をシフトする事や新技術に対応するための能力開発

をする事が必要となる。 

   

  

 

 

  

 

 

6 月 7 月 8 月 

ロータリー親睦活動月間 新年度役員就任 会員増強・新クラブ結成推進月間 

【会員誕生】 
小野健太郎 
【夫人誕生】 
阿部俊子 
【結婚記念】 
小野健太郎、阿部豊治 

【会員誕生】 
千葉 功、照井正樹 
【夫人誕生】 
千葉まり子、本舘睦子、高橋直子 
【結婚記念】 
佐藤 寧 

【会員誕生】 
なし 
【夫人誕生】 
小野由希恵、伊藤千秋 
【結婚記念】 
なし 

3 
クラブ協議会 
年間活動報告① 

1 
会長所信表明 
幹事挨拶 

3 
３RC 合同ガバナー公式訪問 

ホテル花城 
花巻南 RC 担当 

10 
クラブ協議会 
年間活動報告② 

8 
クラブ協議会 

会長ｴﾚｸﾄ、副会長 
12 休会 

17 
会長・幹事事業報告 
この一年を振り返って 

15 
ガバナー補佐訪問 
クラブ協議会 

決算報告、予算審議 
19 

会員増強委員長 
富沢良一君 

24 
慰労例会 

夜例会 ホテル花城 

22 休会 
26 

ニコニコ BOX 委員長 
千葉 功君 29 伊藤ガバナー慰労会 

第 2631回例会 
2021/6/10 

クラブ協議会 年間活動報告② 

今後のスケジュールについて 会長エレクト 照井敬孝君   

 ・ガバナー補佐訪問：7 月 15 日（木） 

 ・ガバナー訪問：8 月 3 日（火）ホテル花城、花巻南 RC 担当 

 ・インターシティーミーティング：北上和賀 RC 

 ・当クラブの紹介:インターアクト校（花巻農業高校と花巻東高

校）、金星少年少女オーケストラを震災の年からバックアップしてい

る。50 周年の折にはチェロを寄贈している。 

 ・大堰川清掃活動の代わりに日本の RC で 9月の第 2 日曜に開

催する全国一斉清掃に参加しようと思います。 

 ・来年度は結婚記念日のケーキの配達が出来ませんので、結婚記

念月の第一例会日には必ず参加してケーキを持ち帰って下さい。（ニ

コニコ BOX もお願いします。） 

社会奉仕委員会 大委員長 山口和久君 

 今年度、社会奉仕として豊沢川土地改良区理事長久保田泰輝

様を招いて話して頂いたのが唯一の事業でした。  

国際奉仕委員会 大委員長 嶋利幸君 

 青少年短期交換事業、市内における国際交流への協力などを活

動計画に挙げましたが、コロナの影響で中止でした。花巻市内の外国

人労働者の状況等調査して卓話で紹介する予定でしたが、卓話が無

かったので、機会があれば話したいと思います。 

会報・雑誌・広報委員会 委員長 渡辺正乃君 

 今年度、ロータリーの活動や情報を一般に紹介する活動が出来ま

せんでしたので、週報の作成に取り組みました。皆様の協力により、滞

りなく刊行できたと思います。協力ありがとうございました。 

友好クラブ委員会 委員長 鎌田定悦君 

 今年度は大和ロータリーさんと行き来する機会はありませんでした

が、継続して友好関係を築いていきたいと思います。 

クラブ奉仕 ロータリー情報委員会 副委員長 伊藤智仁君 

 今年度委員会の活動はできませんでしたが、来年度がんばります。 


