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野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
　日本付近は、17日
より、強い冬型の気
圧配置が続いて、北

陸地方は大荒れの天気でした。石川県の現
場で鉄骨の梁の上に載って実測していまし
たら、突風でからだが飛ばされもう少しで落
ちるところでした。運が悪ければ、今頃病院
で唸っていたかもしれません。強風注意報が
出ている時は、皆様　車の運転には十分気
をつけてください。
　さて、大河ドラマの麒麟がくる（本能寺の変）

ロータリーソング

会 長 の 時 間

テーマ

の最終回が２月7日に放送されました。なぜ本能寺の変
がおきたのでしょうか。
　時は戦国の世、武田勝頼が織田徳川の連合軍と戦っ
て、討死した時のお話しです。敗者である武田勝頼の首
実験の折、信長は勝頼の首をにらみつけて「なんじ弱輩
の身でありながら、天下の強将たるこの織田信長に敵対
せし為、この有様となったのじゃ。無礼ものめ」と罵りな
がらこれを足蹴にしたという。
　さて、その首を徳川家康のところにも持っていったと
ころ、家康は、仏壇に灯明線香を献げて待っていた。そし
てその首に向かって「敵となり、味方となるのは戦国の
ならい。是非のないことですが、なろうことならば貴殿と
手に手を取って、快く軍物語を致したいと存じておりま
した。武運拙くしてかかる御有様になりました事、この家
康にとって嘆かわしい至りでござる」と、合掌しながら涙
を流したそうです。これを伝え聞いた勝頼方の家来は何
と感じましたでしょうか。甲斐を治めた家康は、武田の遺
臣を、高禄を以て遇し、領民を手厚く保護し、甲斐の国
丸ごと一国を天領として存続させました。
　愛らしき言葉は慈愛の心より出るといいます。勝頼の
首を足蹴にした信長の無慈悲な心こそ、天下統一の事
業半にして、光秀の為に斃された原因ではなかろうか。
足蹴りした3ヶ月後に、本能寺の変が起こりました。
　そしてこのハラハラと涙を流した家康の心こそ、徳川
三百年の太平を保った遠因ではないでしょうか。
しかしながら、この二人の行動が私たちに教えてくれる
のは、信長と家康の他人に対しての、心づかいの違いで
はないでしょうか。
　全世界のロータリークラブは一つの基本理念「奉仕
の理念」を持っています。それは他人のことを思いやり、
他人のために尽くすことです。
　思いやりとは同情することや慰めることだけでなく、
手を差し伸べて乗り越えることであると思います。その
根底は単なる偽善的な行為や金銭の施しなどでなく、さ
らに自己満足の為であってはなりません。それがあなた

の喜びが私の喜びである。良い汗をかいたではなく、喜
んでもらえたということが大切ではないでしょうか。だか
らと言って、誰かに認めてもらうということではなく、評価
や名声を求めるものであってはならないと思います。
奉仕の理念の思いやりは、さらに奥深い意味のある言
葉であると思います。ロータリアンとしての思いやりの実
行は、実際は本当に難しいですね。相手の感情を考慮し
声を掛けないという思いやりもあるだろうし、静かに見
守る思いやりもあるでしょう。
　しかし、ロータリーの奉仕活動は、思いやりの心を実
践してこそ意味があると思います。コロナ禍の中、今年
度の限られた　クラブの活動範囲の中、できることを少
しずつ実践していきましょう。
　ご清聴ありがとうございました。

瀧ヶ花　秀晃　幹事
・明日2月20日（土)地区の職業
奉仕講演会を公開閲覧いたし
ます。今のところ出席のお返事
は8名いただいております。

タイトルは「人間とAI」、講師は荒牧秀知氏（ANAシステ
ム㈱代表取締役社長）。会場は鯖江商工会議所１階。
13時から。まだ参加者を募っていますので、お知らせく
ださい。コーヒーとケーキをご用意させていただきます。
・2月16日(火)19：30～さばえNPOセンターに於いて、
鯖江ロータアクトクラブ例会が行われました。ローター
アクトは、帰山幹事と3名の新会員の方の合計4名。鯖
江ロータリークラブからは、会長・幹事・帰山副会長・酒
井部門長・森家青少年委員長・酒井RAC地区委員・窪
田会員でした。内容は、「RACとは何ぞや」「RCの歴史・
目的・地区の説明」。コロナ禍でまだ活動はできません
が、スタートラインに立てたと思います。
・後ろに勝山クラブのIM報告書を置いていますので、
お持ち帰りください。
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山 口  サマンサ  様
「サラリーマン川柳」

野 呂  和 夫  会 員
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窪田　健一　会員
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梅田　吉臣　会員
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吉田　俊博
プログラム委員長

卓話者　梅田　吉臣　会員

テーマ　「サラリーマン川柳」　第３４回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」優秀１００句

  1　リモートで　便利な言葉　聞こえません　　　    
  2　「出社日は　次はいつなの？」妻の圧　　　　
  3　テレワーク　いつもと違う　父を知る　　　　
  4　倍返し　言えぬ上司に　「はい」返し　　　　
  5　激論も　パジャマ姿の　下半身　　　　　　
  6　十万円　見る事もなく　妻のもの　   
  7　密ですと　ますます部下は　近寄らぬ   
  8　抱き上げた　孫が一言　密ですよ　　   
  9　コロナ禍が　程よく上司を　ディスタンス 
10　YOASOBIが　大好きと言い　父あせる　 
11　エコなのか　どんどん増える　マイバック 
12　ソロキャンプ　そもそも毎日　ソロライフ  
13　いつだろう　同期の素顔　見れるのは  
14　嫁の呼吸　五感で感じろ！　全集中！！！　
15　下書きの　送信キーを　猫が押し　　   
16　テレワーク　大きな子供が　ひとり増え　 
17　あつ森で　仲良くなれる　僕と妻　　   
18　虹プロで　学ぶダンスと　上司像　　　  
19　収入源　まず削られる　パパの趣味　  
20　「密です！」と　訴えたいのは　仕事量　　  
21　どの店も　ドレスコードは　マスクあり   
22　カメラOFF　忘れて晒す　OFF姿　　   
23　社会人　出社したのは　まだ5回　　   
24　ハンコ不要　出社も不要　次はオレ？　　
25　リモートの　背景だけは　タワマン風　  
26　会社では　偉そうなのねと　妻が言う　 
27　マスクだと　良く言われます　イケメンネ　 
28　喫煙所　入場規制で　”密”の列　　　   
29　自粛中　見えた夫の　定年後　　　　   
30　脱ハンコ　進めるために　判がいる　　  
31　密なのに　妻の抗体　なぜできぬ　　　  
32　体重増！　リモート会議で　あなた誰！？　 
33　会社へは　来るなと上司　行けと妻　　  
34　「行ってくる」　ふすま一枚　テレワーク　　 

35　アイメイク　仕上げマスク　時短術　　　  
36　別人か　初めて知った　仕事顔　　　   
37　オンライン　説教したら　画面消え　   
38　はんこレス　上司の仕事　吹き飛んだ　  
39　気付かない　理由はマスクか　すっぴんか　  
40　小遣いを　電子マネーで　チャージされ　　 
41　じいちゃんに　J．Y．PａｒＫの　場所聞かれ　　　
42　週一の　通勤だけで　息切れる　　　   
43　トレンドは　ワンチームから　Ｔｅａｍｓに  
44　プツプツと　途切れる意識と　無線ラン　  
45　マイクＯＮ　部長の悪口　配信中　　   
46　マスクさえ　妻と娘と　別洗い　　　   
47　オンライン　見える範囲で　見栄を張る　 
48　リモートで　ミュート忘れて　愚痴バレる　 
49　はたら苦が　はた楽になる　子の笑顔　 
50　咳き込んで　視線が痛い　電車内　　
51　久々に　家族が揃った　在宅で　　　　　　　　　
52　持ち帰り　昔は仕事　今はメシ　　　　　　　　　　
53　耳痛い　常時マスクと　妻の愚痴　　　　　　　　
54　出勤が　運動だったと　気付く腹　　　　　　　　　
55　買ってきて　俺は我が家の　ウーバーか　　　　
56　3密を　避けて振り込む　お年玉　　　　　　　　　
57　副業で　出前届ける　部下の家　　　　　　　　　
58　遊ぼうよ！　息子よ、パパは　仕事中　　　　　　
59　グータッチ　妻は私に　ノータッチ　　　　　　　　
60　「5円」見て　ビジネスバックが　エコバック　　　
61　「やばいです」　それはいいのか　悪いのか　　
62　あつ森に　ローンの返済　先越され　　　　　　　
63　あの密を　恋しがる日が　くるなんて　　　　　　
64　お父さん　マスクも会話も　よくずれる　　　　　　　
65　ズーム飲み　背景変えて　はしご酒　　　　　　　
66　ダイエット　時を戻そう　おやつ前　　　　　　　　
67　定年後　昔悠々　今窮々　　　　　　　　　　　　　
68　テレワーク　子供の参入　場が和み　　　　　　

「サ ラ リ ー マ ン  川 柳」

69　今の何？　半裸横切る　Weｂ飲み会　　　　　　　
70　弁当に　今日の元気を　詰める母　　　　　　　　
71　何曜日？　在宅勤務で　わからなく　　　　　　　
72　スマホより　俺を認証　しない妻　　　　　　　　　
73　マスクでは　防ぎきれない　妻のグチ　　　　　　
74　ペイペイは　どこのパンダと　そっと聞き　　　　
75　マスクして　上司の顔色　読み取れず　　　　　
76　孫の顔　初めて見るのは　スマホ越し　　　　　　
77　飲み会の　会場さがし　家の中　　　　　　　　　
78　我が部署は　次世代おらず　５爺　　　　　　　　
79　休日は　息子鬼滅で　嫁キツめ　　　　　　　　　　
80　あなたとは　要請なくても　ディスタンス　　　　　
81　通勤も　しなくていいと　したくなる　　　　　　　　
82　テレワーク　気付いた会社の　イスの良さ　　　　
83　終電が、、。　WEB飲み会では　充電が、、。　　
84　子は鬼滅　夫婦は亀裂　おうち時間　　　　　　　
85　お若いと　言われマスクを　外せない　　　　　　
86　終われない　終電が無い　ズーム飲み　　　　　
87　寝ているの？　返事が無いよ　WEB会議　　　　
88　新人が　イケメンと知る　食事中　　　　　　　　　
89　世は鬼滅　給料減って　俺自滅　　　　　　　　　
90　掃除して！　一応これでも　勤務中　　　　　　　
91　リモートの　上司の指示は　現場見ろ！　　　　
92　置き配を　不審物だと　騒ぐ祖母　　　　　　　　　
93　熱っぽい　昔は出社　今待機　　　　　　　　　　　
94　リモートで　不要不急に　なる職場　　　　　　　　
95　倍返し　真似してみたら　俺無職　　　　　　　　　
96　晩ご飯　娘退出　妻ミュート　　　　　　　　　　　　
97　部下を褒め　妻に気遣う　テレワーク　　　　　　
98　自宅でも　嫁との会話　画面越し　　　　　　　　　
99　テレワーク　妻への感謝の　倍返し　　　　　　　
100　どこにある　ステイホームで　俺の場所　　　　　
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2021年 ２月２０日（土）13：00開演 受付 12：30～

京都ホテルオークラ宴会場より

ZOOMシステムによるオンライン配信

日時

会場

無　料登録料

北河原 公敬 氏
華厳宗東大寺 長老

国際ロータリー第２６５０地区 2020-21年度 職業奉仕講演会 

主催　国際ロータリー第2650地区 2020-21年度 職業奉仕委員会

所属クラブの事務局を通してお申込みください。

15：00 終了予定

─ 私たちの職業の未来を考える ── 私たちの職業の未来を考える ─

（奈良大宮RC）

荒牧 秀知 氏荒牧 秀知 氏 ANAシステムズ株式会社 代表取締役社長

ANAシステムズ株式会社 代表取締役社長

松原 六郎 氏
公益財団法人 松原病院 代表理事

（福井フェニックスRC）

人間とＡＩ人間とＡＩ人間とＡＩ
　ロータリーの職業奉仕は、文字通り“職業”を通して社会に“奉
仕”することです。近年、その職業がAI（人工知能）の発達により大
きく変化すると言われています。私たちの職業はどのような未来
になるのでしょうか。人間（ひと）とAI（人工知能）が協力して最適
な手段を選ぶというビジョンは、すでにチェスの世界では例があ
ります。
　チェスの世界では90年代後半にディープ・ブルーという AI が
人間の世界王者に勝利し、AIが人間よりも強いことが示されまし
た。その後チェスの世界では人間と AI が自由にチームを組めるフ
リースタイルチェスというリーグ戦が行われました。人間だけの
チーム、AIだけのチーム、人間とAIが組んでのチームでのリーグ
戦です。当然、「AIだけのチームが強いに決まっている」と思います。

ひ 　 　 　 　 　 と 人  工  知  能

講演

鼎談

AIの業務適用事例紹介と今後のAIと人間との関わりAIの業務適用事例紹介と今後のAIと人間との関わり〈演 題〉

〈講 師〉

ガバナー

パストガバナー上原 博一 

荒牧 秀知 氏

RID2650 職業奉仕委員会 委員長 
（大津東RC）

〈司 会〉

※京都ホテルオークラの会場へはご参加頂けません。

しかし実際には意外にも人間と複数AIの混成チームが一番強かっ
たそうです。AI が出した計算結果を人間が検討するという戦略が、
AI単体よりも優れていたのです。
　チェスのように要素の限られたモデルですら、人間とAIの協働
のほうが優れていたこととなります。チェスよりもはるかに複雑な
人間社会でも人間こそが最適な判断を下せる主体であろうことを
示唆しています。
　今回の講演会では AI の現状と人間と AI の協業の未来について
の展望への示唆を得て、ロータリアンとしての考えを深めたいと考
えています。
　　　　　　　　　　 

［参照］立命館大学HP shiRUto（同大学情報理工学部教授 服部宏充）より

ロータリーの原点に返る
誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ

※ロータリアンの他、ローターアクター、インターアクター、米山奨学生、地区学友の皆様もご参加
　頂くことが可能です。提唱クラブ、世話クラブ、ガバナー事務所を通じてお申し込みください。

国際ロータリー第2650地区　2020-21
　　地区職業奉仕講演会

【目的】
１）　ロータリーの基本的理念のひとつである、職業を通じての奉仕活動に
　　ついて考えを深める。
２）　新型コロナウイルスの感染拡大の状況、およびwithコロナ時代を踏ま
　　えテレワーク・AI等を活用した仕事の在り方が叫ばれている。こうした状
　　況の中、人間とシステムとの調和に配慮しつつ人間（ひと）の営みとして
　　の“職業”の在り方についての示唆を得る。
【出席】
会長・幹事・清水会員・梅田会員・窪田会員・帰山会員・小淵会員・岩尾会員・
瀧谷会員＝９名


