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本日のリモート出席者

出席率67.6％
鯖江商工会議所４階大ホール

我等の生業
歌は歌わず、音楽を聴いてください。

田  村   康  夫   会員
「理想の社会目指して、過去・現在・未来」

酒井　芳則　会員
（NPO法人）ハートオブマインド理事長

山 田   善 宣   様会員
卓話

瀧ヶ花 秀晃　幹事
・9月30日（水）に、鯖江高
校就職模擬面接を開催
いたします。
・例会終了後、この会場に

て9月理事会を開催いたします。

野中　敏昭　会長
　皆様こんにちは。暦
は、9月になり、台風
10号以降朝晩涼しく
なりました。季節は秋
雨の日は雷も多くなり

ます。雷の語源は、天界の神が鳴らすと信じら

ロータリーソング

馬場  一彦 会員  ・  瀧谷 えみ子 会員

テーマ

会 長 の 時 間

れていた事からだそうです。日中はまだまだ暑いの
で、十分体調管理いたしましょう。
　さて、AIの普及に伴い職業に異変が起きておりま
す。AI（人工知能）の発達によって多くの人間の仕事
は消えていくといわれています？⇒2015年に行われ
たオックスフォード大学などの調査結果では、今後
10～20年の間で約半数の仕事が消える可能性があ
るそうです
AIにできること
・膨大なデータに基づく判断
　大量のデータを高速で処理できるのはコンピュー
タの強みです。人間が数年、数十年かけてようやく身
につけるような知識をコンピュータは一瞬で学ぶこ
とができます。もはや人間がどれだけ頑張ったとして
も知識量で勝つことはできないでしょう。
・単純な仕事・作業
　決まったルーティーンを繰り返すこともコンピュー
タが得意とするところですが、パソコンを抜け出し、
ロボットとしてコンピュータが外側に現れたらどうな
るでしょうか。コンビニやスーパーのレジのような決
まりきった行動をする仕事はロボットに取って代わら
れるでしょう。
　実はこれはすでに実験的に取り入れられているこ
とでもあります。株式会社HISが手掛ける「変なホテ
ル」ではロボットが人間の代わりに接客をしています
し、大手通販サイトAmazonの物流倉庫でもロボット
が導入されています。外食した際にロボットに接客さ
れる未来もそう遠くはないかもしれません。
人工知能ができないこと・苦手なこと
・クリエイティブな作業（感性）
・人の気持ちを汲み取ること
　人間関係を円滑に進めるうえで、相手の気持ちを
察して空気を読むことがその場の損得以上に重視さ
れるのはよくあることです。世の中、空気を読めない
人も結構いらっしゃりますが？
　お父様がロータリアンの名誉会員である、ビル　

ゲイツ氏が、2015年、約５年前に人類最大の脅威は
「戦争よりもウイルス」とパンデミック（世界的大流行
）の発生をいち早く予言しました。「人々が州境を自
由に行き来できるなら、ウイルスも行き来できる」。
　2015年の講演で「今後数十年で一千万人以上が
亡くなる事態があるとすれば、戦争より感染性のウイ
ルスが原因だろう。ミサイルより病原菌に備えるべき
だ」と世界中の指導者に警鐘を鳴らしていたことで
注目されています。 今の時代、五年先、世界がどうな
っているかなど予想できません。不透明なこの時代
に自分・家族・仲間・会社が、生き残っていくためには
どうしたらいいでしょうか。
わたしの大好きなブルースリーの言葉に、
Don`t　think,　feel it　!　(考えるな、感じろ)
という言葉があります。
人間には、AIにはない素晴らしい感性があります。
考え抜いて答えが出ないとき、感性に頼ってみるの
も一つかと思います。
　今、自民党総裁選で日本は大変ですが、ビジネス
も未来の総理大臣も　ロータリーの「四つのテスト」
に当てはめてみますと
1そのビジネス（総理）は真実かどうか
2そのビジネス（総理）はみんなに公平か
3そのビジネス（総理）は好意と友情を深めるか
4そのビジネス（総理）はみんなのためになるかどうか
皆様、4つのテストを目指し、AIに負けない日本民族
（ロータリアン）であってほしいと思います。
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テーマ会員
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（9月レート適用は、9月1日（火）以降に弊局口座へ着金対象）

日本事務局からのお知らせ
2020年9月のレートは、1ドル＝106円です

にこにこＢＯＸ報告

　卓話者紹介　梅田　吉臣　プログラム委員長
　皆様にお願いですが、卓話者を選ぶのに皆様
方からこういう話が聞きたい・あの人の話が聞き
たい等のリクエストを頂ければ動きますので、ご
助言くださいますようお願いします。

　本日の卓話者田村会員は、県会議員を17年もお勤めされていまし
た。どうぞお聞きください。

卓話者　田村康夫　会員
テーマ　「理想の社会目指して、過去・現在・未来」
　今日現在の新型コロナ感染状況ですが、3日連
続福井県内新感染者はありませんでした。PCR検
査は56件行ったそうで、全員陰性でありました。

　最近SNSで舛添要一さんのツイッターが出ていまして、8月の自殺者
1,849人（今年最多/月）前年の8月と比べると、246人増えているそうで
東京では210人でした。新型コロナ感染での死者より多い数字です。
また、新型コロナウイルス感染疑いのある人の中には、病院へ行くのが
嫌だという方もおられ、感染防止対策に苦慮されているようです。
　
　「過去」からお話しすると、H15.４月に送って頂いた福井県議会の話
になります。１７年３か月勤めさせて頂きましたが、今年７月１０日に
辞職を致しました。大変大きなステージで、代え難い経験を積ませて頂
いたと思います。
　福井県議会で「田村」と言うと、自衛隊・警察・福祉・環境と言われる
のではないか？と、自負しています。近年の足跡では、一昨年に「手話言
語条例」今年度においては９月に成立予定の「家庭教育支援条例」を、
言い出しでもありましたが、私が会長を務め、議会始まって以来初めて
「条例検討委員会」を立上げ、成立にこぎつけた事は、感慨深い限りで
す。
　又、３年前の「動物愛護センター」建設も私が大きく関わって来たと
も思っています。長年動物愛護について提案し続け、鯖江北パーキング
の裏手にやっと「動物愛護センター」ができました。しかし、名前は「動
物管理指導者センター」となり、その名ではおかしいと申立しましたが、
名前は譲らないとの事でした。47都道府県で45番目のセンターです。
何回も陳情してやっと実現しましたが、長い間看板を作ってもらえない
ので、だれもそこにあるのが分からない状態でした。センターの内容は
里親探し・しつけ方教室が主です。ドッグランもありますし、動物は殺処
分しないという事です。又、名古屋・岡山・横浜の動物愛護センターへ
視察にも行ってきました。名古屋は末期がんの犬が寝ているので、「こ
の犬は殺されるのですか」と聞くと、「殺される理由がありません」と答
えが返ってきました。「抱きかかえて最後まで面倒を見ます」という事で
、これこそが動物愛護だと思いました。今、子どもさんの数よりダントツ
動物の方が多いです。
　私が、政治を語るのはおこがましいですが、世の中全て政治が関わ
り、政治で形成されていると考えます。同時に、県議として議長・副議長
の２年間以外全て議会に立ち質問をしてきましたが、言いっぱなしの
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公式訪問ありがとうございました

田村会員の卓話をたのしみに
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朝夕と涼しくなってきましたね。良い季節です。

時期も有りました。
　ただ県は、中身の事も有りますがしっかり対
応され、後から支援者に感謝される事も多々あ
り、誇らしい議会活動でありました。

　「現在」は、何をおいても昨年誕生した杉本達治知事を挙げたいです
が、就任１年半で「豚熱」（豚コレラ）が有り、今は「コロナ禍」です。しっ
かり対応してると思いますし、行政では７４５事業をカットし８３億捻
出しています、又、職員規範を自分達職員で作る「クレド」と言うのも画
期的に感じました。
全国に誇れる知事です。

　「未来」に向けては、鯖江市は人口増と言われますが、横ばいで他の
自治体の減少動向と比べるといいですが、産業振興・子育て環境・高齢
者福祉等々、遅れていており、「待った無し」の状況と感じています。
１５年後には、急速な高齢化を迎えます。
　歴代市長全てがインフラ整備に傾注し、居住地域としては本当に素
晴らしいと思っています。
　今後、ロータリアンの皆さんの知恵も結集し、福井県の「へそ」である
鯖江市が福井県を引っ張る様な街づくりをして行きたいと切に望んで
います！

田村さんの卓話をたのしみに
　


