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桝谷 知樹君

プ ロ グ ラ ム
◇開会点鐘

12：30

◇Ｒソング ： 「それでこそロータリー」
～ピアノ演奏 ♪ 辻本美恵子さん～
ソング委員長：花野剛一君
◇ご来客紹介
親睦活動委員長：田村宣明君
◇出席報告
出席委員長：花野剛一君
◇会長・幹事・委員会・ＳＡＡ報告
◇臨時総会
「前年度決算と本年度予算について」

◇閉会点鐘

13：3０

次回例会

８月
月３日（月）

国際ロータリー第 2640 地区
2020-2021 年度
藤井秀香ガバナー公式訪問

前回例会報告
出席報告

７月 20 日（月）

（会員総数３２名 免除３名）

出席会員：２１名

出席率：７０％

７月６日(月)Make up 後の 出 席 率 ： ７ ４ ％

ビジター報告

田村宣明君

合計 0 名

新型コロナウイルス感染症の勢い
は、依然衰えることなく関東地方で
増え続け、関西地方においても勢い
を増してきました。このような状況
下にもかかわらず、「ＧｏＴｏトラ
ベルキャンペーン」が今月２２日か
ら強行されることになりましたが、
正に「ＧｏＴｏトラブルキャンペー
ン」になりそうであります。あるリサーチ会社のアンケー
ト結果によれば、約７割の人が「旅行に行こうとは思わな
い」と回答しているとのことです。
さて、最近は暗い話題が多い毎日でしたが、７月１６日に
将棋界で新星が生まれました。１７歳１１か月で将棋界８
大タイトルのうちの棋聖を奪取したのです。史上最年少記
録であり、天才としか言いようがありません。おまけに８
大タイトルのうちの王位戦にも挑戦中で、こちらでも優位
に立っているのです。何故このように強いのでしょうか。
どの有名棋士をも上回る速さでタイトルを取れたのは、本
人の才能もさることながら、人間の能力をはるかに上回る
AI 将棋のおかげであることはほぼ間違いないと思われま
す。一方、遅ればせながらも他の棋士も AI 将棋を研究して
いることは間違いないことでしょうから、いずれ両者の力
の差は縮まってくることを期待しています。中年以上の者
がんばれ！ところで、将棋や囲碁は、戦う前からすでに勝
負が決まっていて、勝つか負けるか引き分けるかの３種類
しかないと言われていますが、それを実証するには、現在
のスーパーコンピューターでは膨大な時間を要するという
よりも不可能であるとのことです。つまり、我々が生きて
いる間は、将棋や囲碁の必勝方法は解明できないことにな
るわけですから、今後ともこれらのゲームを大いに楽しむ
ことができるようです。いずれにしましても、中年以上の
者も、コンピューター関連の最新技術と積極的に共存して
いくことを真剣に考えなければ、常に若者の後塵を拝する
ことになるでしょう。

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

クラブフォーラム「第 3 回クラブ協議会
～ガバナーノミニー森本芳宣様をお迎えして～」
講 評：国際ロータリー第 2640 地区
2022-2023 年度ガバナーノミニー 森本芳宣様
先週土曜日の夕方、藤井
ガバナーより電話があり
第三分区ガバナー補佐
木綿氏の体調が急に悪く
なったため、本日クラブ
協議会に出席出来なくな
ったので代理を依頼され
ました。
昨今のコロナウイルス問題・大雨災害といろんな
問題の中大変な時期だと思います。
桝谷会長のテーマ「健康と安全を第一に」に沿っ
てクラブ運営においても「健康かどうか、安全か
どうか」を考え、耐えしのぎ皆さんの力で立ち直
りましょう。
最近会員の退会（7 人）によりクラブ運営奉仕活
動も厳しくなるかもしれませんが乗り切ってほし
いと思います。

①真実か どうか

③好意と友情を深めるか

②みんなに公平か

④みんなのためになるか どうか

幹事報告

太田 恵示君

《回覧》
・一般社団法人和歌山ダルク
より、2020 年 7 月和歌山
ダルクニュースレター
《報告》
7 月 14 日に和歌山西警察署
少年補導員連絡会「思いやり
愛すメール」事業へ協賛金
￥10,000 を振込ました。
※「思いやり愛すメール」事業とは、平成 21 年度よ
り協賛団体からの協力を得、児童の他人を思いやる
優しい気持ちの醸成と特殊詐欺等犯罪被害の防止
に関する広報啓発を行うことを目的とし、和歌山西
警察署管内の小学校高学年（5・6 年生）を対象に、
暑中見舞いはがきを進呈する。
《その他》
・本日例会終了後 14：05～１F ラウンジにて本年度
2020-2021 年度「第４回臨時理事役員会」を開
催致します。本年度理事役員の皆様、宜しくお願い
致します。
・次回７月２７日(月)例会は、
12：30～13：30 ルミエール華月殿６F
臨時総会「前年度決算と本年度予算について」

《８月クラブ行事》
８月

３日（月）藤井秀香ガバナー公式訪問
「ガバナーアドレス」
ガバナー 藤井秀香様
※11：30～12：30「会長・幹事との懇談会」

８月１０日（祝）山の日 振替休日
８月１７日（月）クラブフォーラム
「会員増強月間にちなんで」
会員増強委員会：明楽修身委員長
８月２４日（月）夜間例会＆北 RC ゴルフ会懇親会
ルミエール華月殿６F 18：30～
８月３１日（月）新会員卓話
藤井宗樹会員
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～第 3 回クラブ協議会～
国際ロータリー第 2640 地区
2022-2023 年度
ガバナーノミニー 森本芳宣様お迎えして

○国際ロータリー第 2640 地区
2022-2023 年度ガバナーノミニー 森本芳宣様
○森本ガバナーノミニー、宜しくお願い致します。
桝谷知樹君 太田恵示君 福田玉緒さん
○クラブ協議会、宜しくお願いします。
平山裕次郎君
○第３回クラブ協議会、宜しくお願いします。 和田耕司君
○ニコニコ箱募金。 重根康志君 生駒喜一君 東山 充君
飯塚忠男君 寺本尚弘君 渡邊孝富君

～ありがとうございました～

