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長野西ロータリークラブ

会長／南 信行 幹事／若麻績信昭 クラブ会報委員長／西沢 徹

SAA／飯田 弘己 副 SAA／宮原 友昭

副会長挨拶 北川原健副会長

パソコン関連には強いと自認し

ていた私ですが､ 先日､ 偽サイト

を見抜けず詐欺にあいました｡ 息

子達が誕生祝いをくれるというの

で､ ボールペンをもらうことにし､

YAHOOで探しました｡ 欲しかった定価¥9180の

ものが､ ｢通販王国｣ というサイトで¥5780で売っ

ていたのです｡ 通販王国というのは通販大手です

から､ ｢安すぎるな・・｣ とは思ったものの欲に

目がくらんで ｢買う｣ ボタンを押しました｡ ｢そ

の商品はありますが｡ 下記の口座に振り込んでく

ださい｡ ゆうちょ銀行・・・・､ 名義 なりたゆ

う ・・｣ とメールが来ました｡ 言葉の使い方が

ぞんざいだな・・とちょっと思いましたが､ 振り

込みました｡ それから３週間､ 商品がきません｡

何回もメールを送ってもなしのつぶて｡ しかたな

く ｢通販王国｣ に電話したら ｢当方ではその商品

は扱っておりません｡ 最近､ 当社のサイトとデザ

インやロゴが全く同じ偽サイトがあるようなので

す・・｣ とのことでした｡ どうも中国のサイトら

しいのです｡ 支払いもカード等の選択肢もなく､

｢ゆうちょ銀行｣ のみ｡ それも個人名｡ サイトを

よくみると会社の住所も責任者名も電話番号もな

い・・等のおかしな点はあったのですが｡ この手

の偽サイトが沢山あるようです｡ ご注意ください｡

幹事報告 若麻績信昭幹事

皆さん詐欺には気を付けましょう！

・７月30日 ロータリーシップ研究会 (ＲＬＩ)

塩尻にて 布施慶典会長エレクト出席

・７月30日 地区補助金説明会 松本大学にて

若麻績信昭幹事出席

・８月１日より午後２時から事務所の複合機をリー

スにして新しい機種が入ります｡

・８月４日納涼会は､ 本年度よりニコニコ BOX

を設置します｡ 当日は乾杯の前に､ ニコ BOX

報告を例会運営委員会でお願いします｡

・８月11日は法定休日につき休会

・事務所の休みは10～16日となります｡ 緊急連絡

は､ 幹事もしくは会長までお願いします｡

・８月のロータリーレート１ドル＝111円

・本日の演台はいつものものと違いますが､ ロー

タリープレートが外れてしまい修理中とのこと

です｡

８／18 本日のプログラム

会 員 卓 話 中 島 勉 さ ん

ロータリー：変化をもたらす
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

第1439回例会 2017年 (平成29年) ７月28日 (金)
第1440回例会 2017年 (平成29年) ８月４日 (金) 納涼会



出席・ニコＢＯＸ報告 坂本千尋例会運営委員長
７/28 (会員52名) 出席29名前々回修正出席率85.71％

・北川原健さん☆会長不在につき挨拶をさせて頂

きます｡

・林 智成さん☆本年､ 例会運営委員を務めます｡

宜しくお願いします｡

＊先ほど幹事からもお話がありましたが納涼会で

ニコニコＢＯＸを設置します｡ 皆様ふるってご

投入下さるようにお待ちしています｡

坂本例会運営委員長

・合 計 6,500円 ・累 計 80,994円

８/４ (会員52名) 出席28名前々回修正出席率91.66％

～～納涼会にてニコニコ BOX設置しました～～

・竹村利之さん☆会長終わって大分楽になりまし

た｡ ありがとうございました｡

・川橋昭義さん☆７/28無断欠席しました｡

・竹内喜宜さん☆首の痛みが軽快して元気で夏を

乗り切れそうなので｡

・藤澤克彦さん☆母の手術が昨日無事終わりまし

た｡

・清水光朗さん☆え～ご無沙汰でございます｡ 新

年度初出席です｡ 前年度のニコ BOX表彰を頂

きました｡ 今年度は会社が厳しそうでそれ程協

力できないかもです｡

・綿貫隆夫さん☆飲むときは､ 飲みましょう！

・北川原健さん☆本日､ また会長代理です｡

・野村泰久さん☆明日はビンズルですが､ 自宅で｡

・西沢 徹さん☆首病につきパンストゲーム参

加できずに残念です！

・太田裕志さん・大橋東二郎さん・井上明彦さん

・斎藤 泉さん・中野欣哉さん・伊東義次さん

・松本克幸さん・宮原友昭さん

☆美味しいビールいただきます！

・合 計 34,000円 ・累 計 114,994円

会 員 卓 話 轟 修 平 さ ん

｢雑談｣

長野県は､ 不思議です｡ 善光

寺と諏訪大社と縄文遺跡が結び

つきます｡ 縄文は､ もしかする

と４大文明の流れかもしれませ

ん｡ その後諏訪大社ができまし

た｡ オリエントの影響が強くあ

り､ モリヤ山､ 生贄､ ユニコーンがあります｡ 善

光寺は､ 神社と同じような特徴がたくさんありま

す｡ 諏訪大社とも共通点があります｡

諏訪から茅野に広がる縄文遺跡も､ 縄文農耕､

鉄鐸と今まで弥生以降という常識を変えるところ

ですが､ 学者達は無視します｡ しかも高地長野県

に貝塚もありました｡ 穂高のお船祭りも海辺にあっ

た証拠です｡ 数千年前にとてつもない地殻変動が

起こったのです｡

次の話題は､ 人工知能です｡ 私の人口知能の分

類は､ 次の三つです｡ ①ロボットタイプ､ ②褌タ

イプ､ ③ソフトウェアタイプ｡

①は､ 介護ロボットとかで､ 開発も購入に際し

ても高価でせっかく開発しても売れないとか､ 問

題があります｡ 国が補助金を出して開発するのが､

理想です｡

②は､ スマホとかを利用します｡ 開発のみで､

ソフトウェアですから､ 民間企業が頑張ります｡

どんどん開発され､ すでにあります｡

③は､ 例えばネット銀行です｡ インターネット

で10分で会社がお金を借りられる､ となりそうで

す｡ 公共サービスも変わります｡ つまり社会的な

影響力 (必要なくなる) が大きく､ 慎重にしたい

ところですが､ そんなネット銀行が米国にすでに

存在します｡

人口知能は､ 革命です｡ どうなるかは､ 誰にも

わかりません｡ なくなる職種も出てくるでしょう｡

教育もどうなるか？良く解らないのですが､ 記憶

に頼る勉強は意味が無くなります｡ 残るのは国語､

数学､ 実験実習と課外活動でしょうか｡ 趣味とか

好きなことを追求する､ オタクっぽい感じですね｡

人工知能革命です｡ 今回は､ とても真面目な話題

でした｡

例 会 案 内

８月25日 会員卓話 松本克幸さん



ささどうぞささどうぞ

選手の皆さん
ルールは…

選手の皆さん
ルールは…

納 涼 会納 涼 会
2017年8月4日(金)　18：30～於：犀北館　会員・ゲスト30名出席
ゲスト：長野南ＲＣ小山順子会長エレクト（米山カウンセラー代理）

ケルビン ライ ション オン米山奨学生

「職業を通じて社会に奉仕すること」の理念の下、残念ながら南会長は欠席となり
ましたが、ゲストに長野南ロータリークラブ米山奨学生ケルビン ライ ション オン君、
小山順子会長エレクトをお招きし、南会長年度最初の夜間例会「納涼会」が犀北館で
開催されました。

北川原副会長の開会挨拶ではゲストのお二人を気遣われ「長野西ロータリークラブ
は明朗にして品位あるクラブであり、普段はまじめにやっているが本日の余興は会員
家族委員会の企画でいささか外れそう。誤解の無いように」と前置きをしていただき
ました。

乾杯は綿貫パストガバナー。全員が暑さを吹き飛ばす生ビールで「かんぱーい！」

関所は例会運営委員会関所は例会運営委員会

飲みねぇ
飲みねぇ

本日のゲスト本日のゲスト

かんぱーい！かんぱーい！

ニコBOXご協力
ありがとうございます

ニコBOXご協力
ありがとうございます

余興は委員会毎５テーブルに分かれた宴会ゲームの対抗戦
手始めは二人一組での生ビールストロー早飲

み。酔いが一気に回るゲームも皆真剣。
続いてパンスト綱引き。こちらは白熱した戦

いでしたが、髪の無い松本選手、若麻績選手が
ワン・ツーという予想外の結果。普段見られな
い変顔をご披露いただきました。最後はゲスト
のケルビン君も加わってコンパニオンさんと二
人一組の二人羽織。綺麗に？お化粧をして、ス
イカを食べて・・・。人選が的中し会場は笑い
の渦に。



ビール早飲みスタートビール早飲みスタート 早飲み結果は？早飲み結果は？

やったー！
やったー！

どっちだ？
どっちだ？ だれだ？

だれだ？

スタート
スタート

私が勝ちました私が勝ちました
さあ綺麗になりましょねさあ綺麗になりましょね

お茶でも召し上がれお茶でも召し上がれお姉さんもっと優しくして下さい。
そこ目なんですけど…

お姉さんもっと優しくして下さい。
そこ目なんですけど…

やれやれ　ごちそうさまでしたやれやれ　ごちそうさまでした

もう笑うしかないですもう笑うしかないです

念入りにネ念入りにネ

さあさ 召し上がれさあさ 召し上がれ

もう胸がいっぱいですもう胸がいっぱいです

皆さん　お楽しみ

いただけましたか？

皆さん　お楽しみ

いただけましたか？

こんな出鱈目な企画にも文句を言うどころか、それぞれが最
高のパフォーマンスを見せてくれた、西Rクラブ会員の寛容さに
感謝。「こんな楽しい企画をされているクラブがあると初めて
知りました。とても楽しい納涼会にお招きいただきありがとう
ございます」とゲストの南R小山会長エレクト。あきれられるか
と心配でしたが、ほっとしました。

中〆はこちらも西R会長エレクトの布施さん。楽しいひととき
を過ごせました。

ご協力いただいた会員の皆様感謝！今後も楽しい企画を考え
て夜間例会を盛り上げていきたいと思いますので、一年間宜し
くお願い致します。

報告：会員家族委員長　青木　宏
撮影：クラブ会報委員長　西沢　徹


