
第 2754回例会

《司 会》  新間 佳子 君

《合 唱》  「手に手つないで」

「静岡東ロータリーJ

《 BGM》   SARAH BRIGHTMAN「 CLASSICS」

《ゲス ト》  な し

《ビジター》 なし

《本日のお祝い》

お誕生 日

2月 22日 佐橋 徹 君

《会長代行挨拶要旨》
「市内 7ク ラブ合同例会」

結婚記念 日

なし

佐橋 徹 会長代行

先週の合同例会では東,

タリークラフ'メンハ―゙全員のご協力

を戴き、成功裡に終了する

ことができました。新間幹

事、浅野副l幹事、事務局山

口さんをはじめ皆様方に厚

く御礼を申し上げます。

反省点は 2～ 3で しょう

か 3～ 4で しょうか、あつたかとは思いますが、合格点はい

ただけたかと思つております。

内藤教授とは昨年 10月 に静岡で開催された、関西四私学

(関 関同立)交流会に当クラフ
ヾ
の曽根さんが出席されて、その講

演会で伺った内藤教授の講演が素晴らしかったと教えて頂

き、早速講演依頼をいたしましたところ、運よく “2月 18

日は大丈夫"と 御快諾を戴いた次第です。

この様ないきさつがあり、曽根さんのアト
゛
′ヾイスで演者が内

藤教授と決定したわけでした。曽根さんどうもありがとうご

ざいました。

当日の講演では私にとっては “目から鱗"の 内容ばかりで

大変勉強になりました。内藤教授も次第に熱が入つた講演に

なり、時間いつぱいまでお話されました。

平成 28年 2月 25日 天候 晴

講演終了後の控室で先生は「眠つている人が思つたより少

なかったねJま た 「トルコでは家を借 りて現地で生活をしてい

る。」などとお話されました。

先生は多忙をきわめていて、昨日はトヨタ自動車の豊田社長

以下経営陣に中東情勢をレクチャーして、明日は東京で会議があ

るともおつしゃつていました。

講演の2時間程の間に山ほどのメールが届き、その返信にか

かりきりでした。講演の依頼が 2件入り そのうちの 1件は

京都のロータリークラフ・からの依頼だ。ともおつしゃつていました。

中東の状況は亥J々 変化して、演題も当初 11月 は “中東の

崩壊とハリ同時多発テロ事件"でしたが、当日は “中東崩壊の

危機―シリア内線 「イスラム国」、難民の奔流"と 変わりました。

激変する中東を知る絶好の講演となつたのではないかと

自画自賛しているところです。改めて 皆様のご尽力に感謝

いたします。ありがとうございました。

《会員卓話》

「‖yRotaryと IT分野の動向」

島屋原 昇 君

本 日は、lT推進ク
｀
店フ

として皆様に「llyRotary」

への登録方法のご説明と、

IT推進の立場ですので

IT分野の動向について

事例を交えてお話 しさせ

て頂きたいと思います。

本題の 「MyRotary」 についてです。本 日のお願い事項は

「MyRotary」 会員登録へのご協力がお伝えしたいことになり

ます。

お願いさせて頂く背景をご説明させて頂きます。

今年度の野口がハ
｀
ナーの地区 日標では、日標の 2項 目目に

「ロタリークラフ・セントラルJの利用を掲げられています。

ロータリークラガセントラルはクラフ
｀
の年度活動計画を立て、日標に向け

た進捗を記録するための目標設定ツールで会員登録することで

クラフ'日 標の進捗状況などが確認できるようになります。この

ロータリークラフ'セントラルの利用を推進するためには、ネット使用=IT利
用を推進するとい うものです。

同じく「広報・IT推進委員会」からのメッセーシ
｀
です。
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この よ うに MyRotaryへの登録 目標 を具体的に掲げて活動

を実施 してお ります。

l MソRota″について

1月 末時点の当クラグの登録状況を事務局に確認 しました

ところ 1月 末時点で 8名 の登録 とい う状況でございます。そ

のため、皆様に会員登録を実施いただけるように IT推進ク・

ルーフにて登録方法のご説明を実施することとなりました。

*登録方法は当日配布資料をご参照ください

MyRotaryに 登録すると会員専用のホームヘ―゚シ'が利用できる

ようにな ります。

2-3 1oTとは HrACHi

所属するクラフ・の状況を閲覧できる 「My Club snapshot」 の

ほかフ・ロフィールを登録する「マイフロフィール」などがあります。その

他、最新情報など、このへ
.―

シ
｀
に様々な情報が集約 されます

ので、このヘーシ・をご確認いただくだけで、様々な情報に触

れていただけることにな ります。

登録にあた り注意事項があります。登録にはメールアドレスが

RIに 登録 されていることが必要にな ります。事務局にメールア

ト
｀
レスをお伝えいただいていない方、変更となつた方は、事務

局へご連絡 ください。また IT推進グルーフ・でもお手伝いさせ

て頂きますのでお声掛けください。

続いては IT分野の動向になります。

IT業界だけではなく様々な業界でキーワート
｀
となつているも

のがあります。 loT、 ビックテ・―夕、人工知能 (AI)で 、メテ・ィア

でも連 日のようにこのキワート・が並んでいると思います。この

3つ を組み合わせる事で新 しい取組み (価値 )が産まれてい

ます。 IoTは 、直訳すると「モノのインターネット」です。

今まで把握できなかつた大量のモノの状態をテ
｀
シ
゛
タルテ

・―夕と

して取得、大量のテ・―夕を分析・見える化することで、新たな

価値を生み出すことが大きく期待されています。

ヒ'ッ クテ
・―夕は情報システムの中に閉じたテ・―夕から、人が発信する

テ・―夕、IoTな どによリモノが発信するテ・―夕が集められるように

なり、社会にあふれる有用なテ・―夕を総称 していると考えてい

ます。それぞれのテ―`夕だけではその範囲内で しか価値のなか

つたものも、様々なテ
・―夕が集まれば有用なテ・―夕になります。

このテ―ヾ夕から価値を生み出す為には「ヒ
｀
ックテ

・―夕をどう分析す

るか」が重要になつてきます。

分析に当たっては専門家が実施しますが、テ―゙夕量が急増

対応しきれない部分もでています。そこで、人工知能の登場

です。事業に関連した大量かつ多様なテ・―夕から大量の仮説を

生成し検証します。専門家が思いもつかなかつた仮説を立案

することが可能です。事例をご紹介します。

3-1■用事例

131● ■
【̈̈・̈　̈』

この事例以外にも様々な分野で事例があり、私たちの生活

そのものが変わつていくきっかけになると考えられていま

す。最後に MyRotaryへの登録をよろしくお願い致 します。

《スマイル報告 》

浅野 裕史 君   先週の合同例会は皆様のおかげで無
事終えることができま した。 日曜 日に
山下達郎のコンサートで感激 した ことも加
えてスマイルいたします。

新間 佳子 君    先週の 7クラフ
｀
合同例会にご協力いた

だいた皆様あ りがとうございました。
講師の先生 も 「寝ている人はあま りい
ませんで したね」 と、ご満悦の様子で
した。

佐橋 徹 君

佐野 哲一 君

伊藤 洋一郎 君

小山 真人 君

長島 秀親 君

柴田 啓之助 君

川崎 依子 君

合同例会のご協力、内藤教授に感謝
をしてスマイルいたします。また、誕生 日
のお祝いをいただきあ りが とうござい

ます。
花が届き、アレ、′ヽッと気付 く二人。共

に忘れていたと簡単に済ませぬ感 じ、
いよいよ認知症に近付いたのではない
かと心配するための記念 日となりま し
た。

楽 しいことも、満た されることも、
何 もないので、スマイルします。少 しでも
良くなるように、ほんの少 しだけ。

曽根 さん、スマイルのチャンスがなく、おネL
が遅 くな りましたがクラフ'会報の懇親会
を開いていただき、本当にあ りが とう
ございます。奥様の素晴 らしい手料理
と楽 しい時間に感謝のスマイルをします。

IT推進ク'ルーフ・鳥屋原会員、マイロータリー

登録方法に関する丁寧なご説明あ りが
とうございました。東クラブの皆様、
マイロタリヘの登録 をよろしくお願いい
たします。鳥屋原会員の卓話に感謝 し、
スマイルいたします。

無事引越 しが終わ りま した。新 しい
生活に期待 してスマイル。

父の葬儀に際 しま して、皆様からご

弔電、ご弔問をいただき、本当にあり
がとうございました。心から感謝 して
スマイルいたします。
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≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

2/25 52(48)

2/18 52(48) b

2/4 5209 7 3 93 88%

く会報作成〉佐久間 武


