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クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう！

夜間2回例会

日時：2018年 9月18日(火)
会場：八王子ホテルニューグランド
司会：加藤 登 副幹事

会長スピーチ
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橋本 幸一
敬老の日を含め３連休、読み残した新聞を読んだり、
テレビで映画を見たりして過ごしました。
「ターミネー
ター２」
、
「ターミネーター３」をやっていましたので、
久しぶりにシュワちゃんの雄姿を楽しみました。ター
ミネーターシリーズは１９８４年第１作が制作され、
２０１９年には第６作が公開予定とのことです。初め
て見た時シュワちゃんがやたら物を壊すことにストレ
スを発散していました。
ところが今見直すと奥深いものがあり、近未来を示唆
するものであることに気がつきました。タイムマシー
ンと人工頭脳がテーマであり、人工頭脳スカイネット
が独自の意思を持ち人類を滅ぼすというストーリー。

◎ 会員スピーチ

タイムマシーンは、昔より取り上げられていますが、
現実化する目途はたっていません。しかし人工頭脳は
かなりの所まで現実化し、近時 AI（人工知能）
、DL（深
層学習）というワードが飛び交っております。そして
近い将来 AI が人間の仕事の多くを取って替わって行
うとの予測がされています。
今 GAFA（グーグル・アップル・フェイスブック・ア
マゾンの略）が時代の寵児としてもてはやされていま
す。多量のデータを集め、AI、DL を用いて情報を分析
し、人の行動を予測して莫大な利益を上げています。
AI が人間の意思に基づいて動いているうちはまだし
も、いずれ将棋などと同様人間の能力を上回り、我々
の気がつかない内に、人間を支配する様になるかもし
れません。これが杞憂であることを祈っています。

◎ 会員スピーチ

小嶺 和昭 会員
高齢化の進む現代、
一番大切なのは健康
です。いつまでも若々
しく健康でいること
は夢ではなく、その実
現にチャレンジしてください。老いと
病、高額な医療費に比べたらわずかで
す。私は元気に 80 歳を迎えました。
余生は信念と心からの誠意をもって、
健康に関して皆さんのお役に立つこ
とに尽力する決意です。ご自身、ご家
族、ご友人等お困りの方がいらっしゃ
いましたら遠慮なくご相談ください。
特にお勧めしているのが水溶性ケ
イ素です。人体に必須なミネラルで、
細胞の活性化を助けます。難病、認知
症、生活習慣病予防、怪我や美容にも
お勧めです。お気軽に私までご連絡い
ただければと思います。

近藤 義之 会員
本日は新しいレーザー白内障手術について
のお話です。一般的に白内障手術は超音波を使
って水晶体の硬い部分を破砕して行いますが、
レーザー白内障手術ではフェムトセカンドレー
ザーと呼ばれるレーザー装置を使って、白内障手術の前処置を行います。
近藤眼科本院では、9 月からカタリスという装置を導入しました。この
レーザー装置は、フェムト秒という単位の極めて短時間のレーザーパル
スを、連続的に水晶体や角膜に当てて（と言っても一瞬ですが ）切開を
行うものです。
レーザーの照射は予め設定したコンピューターのプログラムに従っ
て行われます。フェムトセカンドレーザーは、熱の発生が少ないため
に極めて正確に切開できるので、白内障手術の中で精度が必要な操作
を人間の代わりに行ってくれます。白内障手術の全ての操作をこの装
置で行える訳ではありませんが、白内障のためのロボット手術的な発
展が期待されています。
なお、この装置を使う白内障手術
は、健康保険が適用されていませんの
で自費診療もしくは先進医療で手術を
受ける場合のみに使用されています。

本日の式次第

◎幹事報告

◎開会点鐘
橋本幸一 会長
(18：00)
◎ロータリーソング 「我らの生業」
◎お客様のご紹介 橋本幸一 会長
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎会員スピーチ
伊熊俊雄 会員
小嶺和昭 会員
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(19：00)
☆・。・☆～☆ 懇 親 例 会 ☆～☆・。・☆
◎開会点鐘
橋本幸一 会長
(19：05)
◎乾
杯
千葉謙一 社会奉仕委員長
◎会員スピーチ
近藤義之 会員
◎中 締 め
平塚徳則 会長エレクト
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(20：00)
◎出席報告

水長 秀彦 幹事
① 東京芝ＲＣ会長交代について
②「西日本豪雨義捐金」広島口座送金について
③「北海道地震義捐金」
「赤い羽根共同募金」について
④ 10/30(火)「炉辺会談」開催について
⑤ 今後の例会予定について
来週 9/25(火)は 2 回例会振替休会
次回例会は 10/2(火)
例会(12:30-13:30)
会場：ザ・ビー八王子

【 メークアップ 】
橋本幸一会員
山本武司会員
佐野武久会員

第11 回貧困連鎖対策研究会 (9/4)
飛火野ＲＣ (9/11)
地区ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ委員会・親睦会(9/13)

◎ニコニコ箱 馬見塚 潔 親睦副委員長
13 名：計
40,000 円 累計 549,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

小嶺和昭 出席(奨励)委員長
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《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君

本日もスピーチ楽しみにしています。

水長秀彦君

会員スピーチ、とっても楽しみです。

ニコニコに協力します。
伊熊俊雄君

本日は初めての会員スピーチで大変

緊張しております。ここはあえてニコニコ！
加藤

登君

伊熊様、小嶺様、近藤様、スピーチ楽

しみです。
小嶺和昭君

少しでもお役にたてば……。ニコニコ
本日は会員スピーチをさせていただ

きます。宜しくお願いします。
坂本芳彦君

10月30日(火)今年度の炉辺会議の開

催が今日の理事会で決まりました。芳林閣(ﾎｳﾘﾝｶ
ｸ)という、旧(織物組合の迎賓館)庭園も建物もす
ばらしい所なので是非御参加下さい！
佐藤武文君

今日も会員スピーチを楽しみにして

います。

すっかり秋の気配が感じられます。本日

は伊熊さん、小嶺さん、近藤さんのスピーチをとて
も楽しみにしております。
戸塚 万豈 君

9月に入って、やっと秋らしい気温と

なりましたが、すかっとした秋晴れになれば好い
ですね。
平塚德則君

に協力します。
近藤義之君

千葉謙一君

昨日、家族で多摩動物園に行って来ま

した。入園料が60歳以上はタダで、妻(同伴者)もタ
ダで、3歳以下の息子もタダでビックリです。考え
たら敬老の日でした。とても複雑な思いでしたが、
とても幸せな一日を過ごせました。
馬見塚潔君

暑い暑いと思っていましたが、いつの間

にかコスモスが咲いています。秋ですね～。
山本武司君

先週、元当クラブ幹事の竹元さんの卓話

を聞きに飛火野RCさんへ、メークさせてもらいまし
た。同じ例会日の為、欠席しましたが、申し訳あり
ませんでした。

《 9 月の予定 》基本的教育と識字率向上月間・
ロータリーの友月間
４ 日 (火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
11 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
18 日(火) 理事会・夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
25 日(火) 2 回例会振替休会

《10 月の予定 》経済と地域社会の発展 月間・
米山月間
２ 日 (火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
９ 日 (火) 理事会・通常例会
会場：ザ・ビー八王子
16 日(火) 2 回例会振替休会
23 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
30 日(火) 特別休会 【炉辺会談(芳林閣)】
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例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
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