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司会   杉本信一SAA   会長  前沢弘之会長  斉唱 それでこそロータリー 

 

 

事務所・例会場 

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日  時間 12：30~13：30 

会 長 前沢弘之   幹 事 井上 旭 

【 出席報告者 田畑和久委員長 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

16 16 16 0 100％ 100％ 93.75％ 

本日欠席者  

 

会長挨拶 前沢弘之会長 
 

かめりあクラブの皆さま、西クラブの草薙

様、本日は、ようこそお越しくださいました。

後程、チャーターナイトのＰＲを頂きます。よ

ろしくお願いいたします。 

さて、先週は、高橋英礼奈さんに卓話を頂き

ました。なんとも瑞々しい、心を洗われるよう

なスピーチでしたね。それで私、英礼奈さんが

来られるというので、そして彼女が大学で脳科

学を学んでおられると聞いておりましたので、

（よせばいいのに）無理をしてＡＩ（人工知能）

の話なんぞにチャレンジしてしまい、ディー

プ・ラーニングやら、マインド・アップローデ

ィングやら、シンギュラリティなんぞという訳

の分からないことを話した挙句に「続きは次

回」と、やらかしてしまいました。今になって

大変後悔しているのですが、仕方ありません。

今日はその続きです。 

たぶん…シンギュラリティなんて話をいき

なりせずに、こんなふうに始めればよかったの

かもしれません。 

－皆さん、次のようなものをご存知ですか？ 

・ディープ・ブルー：1997 年にチェスのチャ

ンピオンに勝った IBM のコンピュータ・シ

ステムです。 

・ワトソン：2011 年にアメリカのクイズ番組

で優勝した（やはり IBMの）コンピュータ・

システムです。 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

・アルファ碁：2016年に韓国の棋士に勝った囲碁

AIです。 

・テイ：マイクロソフト社のオンラインＡＩ（お

しゃべりボット）で、ツイッターなどをもとに

学習を続けた結果、ヘイトスピーチや卑猥なつ

ぶやきを繰り返したり、ヒットラーを賛美し始

めて、すぐに公開を停止したそうです。 

・アイボ：小川さんちの犬型ペットロボットです。 

・ルンバ：掃除機ですね…。 

ところで、小川さんちのアイボの花子さんは、

今どうしてますか？…ほったらかし？…私の事務

所のビルに、犬や猫の里親探しをする団体が入っ

ていますので、今度紹介しましょうかね。 

まあ、豆知識はともかく、前回のお話で、コン

ピュータが非常に役に立つ道具であり、私自身、

日々その恩恵に浴していることを認めた上でです

が、昨今のＡＩブームに浮かれていると、私たち

の社会は、とんでもない方向へ進んでしまう危険

があると、シンギュラリティ仮説は妄想であると

申し上げました。その理由を言うと…、 

「知性」あるいは「知能」とは何か。人口知能と

いうけれど、そもそも「知能」とは、我々人間と

いう動物が、この地球環境で生存していくための

道具だったのではないか。「絶対的な真理」あるい

は「全知全能」なんてものがあるのか。それは、

カントやヘーゲルや、フッサールやヴィトゲンシ

ュタインといった優れた哲学者たちによって、と

っくに否定されたのではなかったか…とか、言語

とは何かといった難しい話です。 

 



 

 

                        

のというわけではなくて、諸刃の剣…という 

  

 

     

 

 
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

   

 

 

                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 井上 旭幹事 

 

更には、自由、自律、それに伴う責任といった概

念の元で我々は社会生活を営んでいるわけですが、

例えば完成された絶対的に正しいＡＩ（そんなもの

が出来ればの話ですが）が運転する車に私が轢かれ

たら、どうなるか。飛び出しにも、当たり屋にも瞬

時に対応できる完璧な車なのに、私は轢かれてしま

った…。ＡＩには責任という概念は通用しないし、

どこに間違いがあったのかプログラムが複雑すぎ

て人には判断できないとしたら、結局「運」だとい

うことになる。轢かれる運命だったというしかなく

なる。まあ、可愛そうだから恩恵的に補償をしまし

ょう…みたいな、まるで、全知全能の神の下にあっ

た前近代に逆戻りしたような話になる。そこから脱

却するために、人間の知性が「自由」や「責任」と

いった概念を作り出したはずなのに。（これは私の

考えで、もっと頭のいい人がもっとうまい仕組みを

考えてくれるのかもしれませんが…。） 

まあ、いずれにしても難しい議論になってしまっ

て、また顰蹙ですね。ですから、そんな話はやめて、

ちょっと違う角度でお話ししてみましょう。 

先週の土曜日（2月 23日）、吉野さんと、小川さ

んと、森田さんと私で、桜を植えてまいりました。

昨年度、森田年度の地区補助金事業として、私たち

は障害者作業所の方々と、根小屋小学校、中野小学

校の子供たちと植樹事業をしましたね。そのフォロ

ーアップの意味もあって、しかも森田さんが「千本

桜の会」の会長を務めておられますので、お手伝い

をしたわけです。今回は、法人会が資金を提供して、

串川小学校、中央小学校の子供たちと共に桜を植え

ました。子供たちは楽しんでくれていましたが、

我々は、なかなか重労働でした。私は、午前中は、

稲生の桜山にデカい枝垂れ桜を（数名で）運び上げ、

午後は小川さんと一緒に途轍もなく重たい記念の

石柱を建てるという作業をしてしまいました。翌日

あたりから腕が痛くて、昨日あたりから腰が痛い。 

なぜ、私たちは、そんなことをするのか。吉野さ

んも森田さんも、病気や怪我から復帰されたばかり

なのに。小川さんは、前日の深酒でフラフラだった

のに…。桜を植えたって、利益や効果が目に見える

わけではありません。敢えて「目的」という形で言

葉にするなら、「この地域を、より楽しくするため」

とか「子供たちが、いつか、自分が植えた桜が美し

く咲いているのを目にする日を夢見て」といったも

のになるのでしょう。でも、本当のところは、言葉

にはし難い、言葉にはならないですよね。それなの

に、やる…。 

つまり、私たちが生きることの核心部分には、言

葉にできないこと、数えることができないこと、目

には見えないことが沢山あるのではないか。言葉に

はできないけれど、数えることもできないけれど、

それが私自身を、私たちの社会を、人間という生き

物を支えている。そういうことが、沢山あるのでは

ないか。 

     

     

     

例えば、（ロータリーの）「奉仕」とか「親睦」

とか、「多様性」とか「高潔性」といったもの。

これらは、実は、そういうこと、本当は言葉に

はできない大事な何かを、敢えて言葉にしたも

のなのではないのか…。 

コンピュータは、数学的な記号と計算の世界

です。ＡＩの正しさは、ビッグデータによる統

計的、蓋然的な「正しさ（らしさ）」に過ぎませ

ん。目に見える、数えることのできる、言葉に

することのできる「データ」がすべてです。そ

れを見誤って、シンギュラリティなんてものを

真に受けてはならない。…申し上げたかったの

は、まあ、そういうことです。 

以上、今日は、（お客様が沢山おられて恥ずか

しいので）少し短めで終わります。 

  

 

週報受領 

 相模原南 RC 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 2019年地区研修・協議会開催案内 

3月のロータリーレート 1ドル＝110円 

ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 3月号   

 

 
 

草薙みや子 様 相模原かめりあ RC 

西村 信子 様 相模原かめりあ RC 

ゲスト紹介       

 

草薙 喜義 様 相模原西 RC 

 



 
                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 かめりあロータリークラブの皆さん、ご苦労様

です。当クラブは創立から 26年目に入っており

ますが、3年前に私がクラブの 22年の歩みを記

録したものを作りまして、創立からの流れを例会

で少しずつ説明しております。今日は 15代から

話していきます。 

 

15代（2007～2008） 

 会長 小坂義和  幹事 井上 誠 

・モーラン RC 20周年記念事業（6名参加） 

・藤野産業まつり出店 バザー、薬物乱用防止キ

ャンペーン 

・家族親睦会 日本閣にて 44名参加 

 ものまね芸人 チャッピー 

・チャリティーボーリング バド君送別会 

・津久井湖さくらまつりにて、薬物乱用防止キャ

ンぺーン、交通安全キャンペーン 

・マッチンググラントでお世話になったアルチャ

ナさん、松本さん来訪 

 

16代（2008～2009） 

 会長 佐藤祐一郎  幹事 新井捷冶 

・ガールスカウト 52団廃団、感謝状をもらう 

・モーラン RC 訪問（小川、佐藤） 

・米山梅吉記念館 訪問 

・津久井少年野球連盟新人戦開会式 4名出席 

 この年度より、少年野球を後援 

・藤野ふる里まつり出店 おでん 焼き芋 

 薬物乱用防止キャンペーン 

 交通安全看板設置、花壇の花植え（補助金） 

・15周年記念例会 京王プラザ 姉妹クラブ調

印式(モーラン RCより 4名) 総勢 82名 

・チャリティーボーリング アルチャナさん(ネ

パール)、ルーザー支援友の会松本さん 

・モーラン RC 会長離就任式 5名参加 

 

17代（2009～2010） 

 会長 尾形候夫  幹事 久保 悟 

・3回目 モーラン RC子女交換合同例会 

 ディズニーランド、フジテレビ見学 

 大人 3名、子供 10名 

・少年野球大会 津久井中央 RC杯争奪戦 

・藤野ふる里まつり出店 モツ煮 

交通安全キャンペーン、薬物乱用防止キャンペーン 

・職場訪問 川崎大師 平和島ポートピア 

・チャリティーゴルフ メープルポイントGC 

 相模原東 RC、柴胡 RC 合計 31名 

・モーラン RC 会長離就任式参加 

 

 

 

 

相模原かめりあRC 

    チャーターナイトPR    

スポンサークラブ相模原西 RC 

草薙喜義会長エレクト 

 相模原西ロータリークラブの草薙喜義と申し

ます。今日はかめりあロータリークラブから二人

連れて参りまして、こちらにいるのが私の家内の

草薙みや子です。もう１人は西村信子さんで、日

本の女性ソムリエ第１号である有名な方です。 

 かめりあロータリークラブが 4月チャーターナ

イトを行いますので、その PR ということで参り

ました。よろしくお願い致します。 

  

相模原かめりあ RC草薙みや子様 

 津久井中央ロータリークラブの皆様、こんにち

は。どうぞ宜しくお願い致します。 

 相模原かめりあロータリークラブは、昨年の 9

月に RIより承認を頂きまして、9月 13日に誕生

したクラブでございます。まだまだよちよち歩き

の状態ですが、それでも頑張っているところでご

ざいます。 

 4 月 14 日にチャーターナイトを開催する運び

となりましたので、今日はスポンサークラブであ

ります相模原西ロータリークラブの草薙会長エ

レクトにお力添えを頂きまして、チャーターナイ

トのご案内にお邪魔致しました。 

 4月 14日正午より、相模大野にありますホテル

センチュリーにて開催致します。是非とも多くの

皆様方のご出席をお願いしたいと思っておりま

す。できましたら会員登録にて祝福をして頂けれ

ば有難く思います。 

 チャーターメンバー28人で発足致しました。こ

の 28 名が一丸となって開催に向けて動いて行き

ます。津久井中央ロータリークラブの皆様の温か

いご支援を頂きたく、よろしくお願い致します。 

また本日は、貴重な時間を頂きまして誠にありが

とうございます。前沢会長様はじめ、クラブの皆

様全員に感謝を申し上げ、チャーターナイトご出

席のお願いと致します。どうぞ宜しくお願い致し

ます。  

 

津久井中央RC 22年の歩み  

     小川洋一研修リーダー  



 

 

 

 

 

スマイル報告 田畑和久委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

『ス マ イ ル 報 告 田畑和久委員長 』 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞      

相模原西 RC 

 草薙喜義 様  初めて参加させていただきます。今はかめりあ RCのチャーターナイトのために宣    

         伝させていただきました。よろしくお願い致します。森田さん、佐藤さんには大変 

         お世話になっております。ありがとうございます。 

 

相模原かめりあ RC 

 草薙みや子様  初めて参加させていただきました。本日は 4月 14日のチャーターナイトのお願い  

         訪問させていただきました。どうぞよろしくお願い致します。 

 

相模原かめりあ RC 

西村信子 様  本日は貴重なお時間を頂き厚くお礼申しあげます。4月14日、ホテルセンチュリー

相模大野にてチャーターナイトを正午より開催するにあたり、津久井中央 RC会員

皆様にご登録とご参加のお願いに参りました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

津久井中央 RC 

前沢弘之会員  かめりあクラブの皆さん、草薙さん、ようこそお越し下さいました。チャーターナ

イト、押しかけますので、よろしくお願いします。 

井上 旭会員  寒い中遠路、かめりあクラブの皆様、西 RCの草薙さん、ようこそお越し下さいま

した。津久井中央の家族愛を堪能してお帰り下さい。 

吉野賢治会員  相模原西クラブ、かめりあロータリークラブの皆さん、遠路ようこそいらっしゃい

ました。チャーターおめでとうございます。孫が高校入試で志望校に合格。合わせ

て妻の誕生日、お祝いが大変です。 

佐藤祐一郎会員 草薙さん、かめりあの皆様、本日は遠いところ、ありがとうございました。車がポ

ンコツ。電車とバスで参りました。 

池田豊文会員  かめりあクラブの皆さん、こんにちは。宜しくお願いたします。23 日の植樹に参

加した皆さん、お疲れ様でした。昨日、知人の黄綬褒章受章祝賀会に参加してきま

した。お祝が少し足りなかったかもしれません。スマイルします。 

森田正紀会員  相模原西クラブの草薙様、かめりあクラブの草薙様、西村様、本日はようこそいら

っしゃいました。これから第 5グループの仲間としてよろしくお願い致します。 

小川洋一会員  かめりあ RCの皆様、チャーターの PRご苦労様です。当日までメンバー一丸とな

って頑張って下さい。応援しております。 

水野 茂会員  本日はかめりあクラブの皆様、遠い所までご苦労様です。 

山﨑和彦会員  かめりあロータリークラブの皆さんようこそ。 津久井が寒いわけでなく、今日が

寒い日です。勘違いのないようお願いします。チャーターナイトの成功をお祈りし

ます。 

杉本信一会員  相模原かめりあロータリークラブ様、おめでとうございます。 

八木 勉会員  少しだけ遅刻をしてしまいました。すみません。山崎さん、ありがとうございました。 

高橋幸一会員  かめりあクラブ皆様、チャーターナイトの PRありがとうございました。又、先週

は娘が大変お世話になりました。「貴重な経験ができた」と大変よろこんでおりま

した。 

具 尚禮会員  会長様や井上様、いつも心に残るお話に感謝して、スマイルします。 

小山里枝会員  あいにくの天候の中、かめりあクラブの皆様、西クラブの草薙様、本日はありがと

うございます。遅れてしまいました。すみません。少し多くスマイルします。 

田畑和久会員  西、かめりあクラブの皆様ようこそ。前沢会長のしゃべりが、どんどんなめらかに

なりますね。時々、落語を聞いているような気になります。あと 4ヶ月ありますの

で、間と表情や手ぶりを研究してほしいなと思います。 

 

 

 

 

 

 
 


