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会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は、陸上自衛隊第 8

師団 師団長 吉田圭秀様です。卓話を楽しみにしてお

ります。後ほどよろしくお願いいたします。また本日

は、京都 RCの小杉源一郎様がメーキャップにお見えに

なりました。当クラブ例会をどうぞお楽しみください。 

さて本日は「AI」について少しお話したいと思いま

す。現在、AI（artificial intelligence）＝人工知能

（人間の知的能力をコンピュータ上で実現する様々な

技術・ソフトウェア・コンピューターシステム）によ

る、経済の大きな転換期にあると言われています。AI

は 2030年頃までに爆発的に進化し、人間と同様の振る

舞いができるようになるという予測があります。そう

なるとあらゆる仕事を AIに奪われることになり、さら

に技術が発展を続けると、2045 年にはシンギュラリテ
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本日の卓話は陸上自衛隊第 8師団長 吉田圭秀様にお越しいただきました。  

ィ（技術的特異点、または 2045 年問題）という大転換

期を迎えるという説があります。例えば Amazon で買い

物をするとおすすめの商品が出たり、AIスピーカーもす

でに実用化され大人気です。また医療用ロボット技術も

かなり進んできていると聞きます。戦闘用ロボットが活

躍するターミネーターやスターウォーズなど架空の世

界と思っていましたが、現実となる時代が来るのかもし

れません。 

 

幹事報告（玉田光識君） 

1.RI 第2720地区 永田壮一ガバナーより「米山記念奨学

会 普通寄付・特別寄付についてお礼とお願い」が届

いております。  

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

位はご参加をお願いいたします。 
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例会変更のお知らせ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月29日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月29日（火）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月30日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31日（木）13：00～ 

○中央 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月8日（金）12：30～ 

[変更後] 6月8日（金）18：30～ 

[場  所] 和食 仲むら 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月11日（月）12：30～ 

[変更後] 6月11日（月）18：30～ 

[場  所] 青柳 

○西 RC～南 RC創立60周年記念式典へ振替 

[変更前] 6月12日（火）12：30～ 

[変更後] 6月16日（土）13：45～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

○平成 RC～南 RC創立60周年記念式典へ振替 

[変更前] 6月13日（水）12：30～ 

[変更後] 6月16日（土）13：45～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

○江南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月13日（水）18：30～ 

[場  所] 和食 仲むら本店 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月20日（水）12：30～ 

[変更後] 6月20日（水）18：30～ 

[場  所] 日本料理 おく村 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月20日（水）12：30～ 

[変更後] 6月20日（水）18：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル「桃花源」 

○西南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月21日（木）12：30～ 

[場  所] 大慈禅寺 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月25日（月）12：30～ 

○西 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6月26日（火）12：30～ 

[変更後] 6月26日（火）18：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月27日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月27日（水）18：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（金）12：30～ 

 

定例理事会報告（今村浩昭君） 

1.藤山直秀様の入会について ⇒承認されました。 

2.沼野修一様の入会について ⇒承認されました。 

3.創立 60周年記念式典について 

⇒「全員登録」が承認されました。 

4.ホテル日航熊本駐車場優待内容変更について 

⇒創立 60 周年記念式典来客分を一部負担したほうがよ

いのでは？（詳細は 60周年実行委員会で決定） 

5.宇城 RCからの親クラブ依頼について 

⇒承認されました。 

（大変レアケースのため、特に決まった書式・手続き

なし）6/4（月）「臨時総会」を開催し決定する。 

 

出席報告（金井昌道君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ３９名 66.10％   ７４.５８％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

新入会員自己紹介 2回目（藤野俊昭君） 

皆さま、こんにちは。2回目の自己紹介です。趣味の

一つにランニングと記載させていただきましたが、長野

県出身でスキーをずっとやっておりましたので冬滑る

ためにランニングをしていました。こちらに赴任しまし

てからは白川沿いなど15キロほど走っています。来年2

月の熊本城マラソンにはぜひエントリーしたいと思っ

ています。釣り・ゴルフはお付き合い程度でございます

が、お気軽にお声かけください。今後ともよろしくお願

いいたします。 

 

60周年実行委員会報告（坂本幸樹君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。60周年実行委員会よりご報告で

す。杉光定則会員にご協力いただき、本日の RKK「ウェ

ルカム」にて、創立60周年記念式典の告知をさせていた

だくこととなりました。今村浩昭会長、告坂和紀会員と

私の最強の布陣で望んでまいります。お時間のある方は

ぜひご覧ください。 
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委員会報告 

●出席委員会（金井昌道君） 

  出席委員会では、今年度最終例会日（6/25）に「例

会出席率100％運動」を実施予定です。決定次第、改

めてご案内いたします。ご協力のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

  

 

 

 

 

 今月は「青少年奉仕月間」です。横書の 3頁をご覧

ください。「私たちを一つにするビジョン」と題して、

イアン・ライズリーRI会長メッセージが掲載されてい

ます。ロータリークラブが創設されてから 113年が経

過した今、ロータリーの奉仕活動は世界中に広がり、

地域ごとにそれぞれの方法で奉仕がされていますが、

その多様性が一方で全体としての統一的なアイデン

ティティの確立に難題を投げかけているという現実

があり、そこで、ビジュアルとブランドを強化するツ

ールを導入し、「世界を変える行動人」という新しい

グローバル広告キャンペーンが実施されていること

が書かれています。また、関連して、新しいビジョン

声明：「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、

そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた

めに、人々が手を取り合って行動する世界を目指して

います」ということ、また、テーマ「ロータリー：変

化をもたらす」が紹介されています。7 頁以下の記事

は、「青少年交換学生を受け入れる－ホストファミリ

ー体験談」です。ホストファミリーの声が紹介されて

います。8 頁から 9 頁にかけて、元青少年交換学生だ

ったローテックスの会員の方がチェコ人の学生を受

け入れた体験が綴られています。ホストファミリー不

足を懸念するご意見も掲載されています。10頁以下に

もいくつかの体験談が掲載されていますが、皆さん提

供する食事には気を使われているようです。14 頁から

は、フィリピンの若者を支援する奨学金基金である

「バギオ基金」が紹介されています。40 年をかけて、

当初は在フィリピンの日本人、次いで日系人、そして

現在では現地の若者まで対象とされるまでに発展し

ています。16 頁からは、「What a tree can do：木の

可能性」として、RI 会長が呼びかけた「2018 年 4 月

22 日のアースデイまでに世界中のすべてのロータリ

アンが一人１本の木を植えよう」という課題について

掲載されています。20 頁～21 頁には、世界のロータ

リーニュースが掲載されています。自閉症治療サポー

ト、毛布の収集・配付、病気の検診・啓蒙、ホームレ

ス支援などが載っています。22 頁からは、「第 6 回日

台ロータリー親善会議 in 高雄」の記事が掲載されて

います。なお、次回第 7回日台ロータリー親善会議は、

2020年 3月 6日に福岡で開催される予定となっていま

す。25 頁からは、各地区のガバナーの「ロータリー・

モメント」が掲載されています。28 頁に、当第 2720

地区永田ガバナーのタイでの浄水器事業の手記が掲

載されております。30 頁からは、連載記事「米山記念

奨学事業 50 年のあゆみ⑥－2000 年代－」が掲載され

ています。経済的に困っている留学生ではなく優秀な

留学生を奨学金交付の対象とすることが望まれたこ

と、資金難による奨学生採用数減少の一方で奨学生の

現地採用や短大・高専・専修学校の学生を対象とする

などの様々な制度の改編が行われてきたこと、国際ロ

ータリーとの関係が強化されたこと、2007年に日本全

地区によるロータリーの多地区合同奉仕活動として

の手続が完了したこと、などの歴史が紹介されていま

す。その他、元米山学友、元学務・学友委員の体験談

などが掲載されています。32 頁には、「ロータリーク

ラブの父 米山梅吉（よねやまうめきち）ものがたり」

の漫画発刊が紹介されています。33 頁には、地区大会

概略が掲載されています。34 頁には、ニュージェネレ

ーションとして、インターアクター、ローターアクタ

ーの記事が掲載されています。36頁以降は、海外のロ

ータリーの記事が掲載されています。  

  続いて、縦書です。当第 2720 地区関係では、25 頁

の下段に、佐伯ロータリークラブが地区補助金を活用

して大分いのちの電話を支援するチャリティコンサ

ートを開催したという記事が掲載されています。 

  

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○小杉源一郎様（京都 RC） Ⅱ 

 メーキャップで参りました。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○今村浩昭君・玉田光識君・告坂和紀君・森本康文君 

喜讀宣友君・杉光定則君 

本日の卓話者 吉田圭秀様のご来訪を心より歓迎いた

します。我が国の安全保障について学ぶことは今まさ

に重要なことと思います。しっかり学ばせていただき

ます。また、京都 RC の小杉源一郎様のご来訪を心よ

り歓迎いたします。 

○坂本研一君・古財良一君・園田修司君・北口 誠君 

坂本幸樹君・藤見泰之君 

 当クラブへの来訪者、京都 RC の小杉源一郎様を歓迎

いたします。 
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○吉村郁也君 

 吉田師団長のお話を聞けると思い、3 日前から興奮し

て眠れませんでした。 

○田川憲生君 

 本日は商工会議所の会議があり午後 1時までしか参加

できません。お詫びのスマイルです。せっかくの第 8

師団長 吉田様の卓話ですがお聞きできなくて残念で

す！ 

○藤見泰之君 

 本日言葉は「一視同仁」（いっしどうじん）です。全

ての人に分け隔てなく等しい愛情を持って接するこ

とをいいます。ロータリー活動の中で今回の言葉のよ

うなことを思うことがあり本日発表いたしました。ス

マイル委員会におきまして、等しく皆さまからの愛情

という名のスマイルを募集しております。ご協力よろ

しくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

●外部卓話（杉光定則君） 

「時代の大転換期における我が国の安全保障」 

吉田圭秀様（陸上自衛隊第 8 師団長） 

  

 

 

 

 

生年月日 ： 昭和 37年 10月 30 日 

出 身 地 ： 東京都  

最終学歴 ： 東京大学 工学部 都市工学科 

勤 務 歴 ： 

昭和 62年 3 月  第 26 普通科連隊 

平成  2年 3 月 防衛大学校 

4 年 3 月 普通科教導連隊 

5 年 8 月 幹部学校 指揮幕僚課程（39期） 

7 年 8 月 外務省 北米局 日米安全保障条約課    

        9年 8月 第 34普通科連隊中隊長 

10年 8月 陸上幕僚監部 人事部 

12年 3月 陸上幕僚監部 装備部 

15年 3月 陸上幕僚監部 防衛部 

17年 8月 防衛研究所 一般課程 

18年 8月 研究本部 

19年 4月 陸上幕僚監部 防衛部 防衛課 

業務計画班長 

21年 3月 第 39普通科連隊長兼ねて弘前駐屯地

司令 

22年 3月 陸上幕僚監部 防衛部 防衛課長 

24年 3月 統合幕僚監部 報道官 

25年 8月 西部方面総監部 幕僚副長 

27年 8月 内閣官房 国家安全保障局 内閣審議 

官 

29年 8月 現職 

 

■RIニュース（国際ロータリーHPより） 

ローラ・ブッシュ元米大統領夫人が国際大会で講演 

ローラ・ブッシュ元米大統領夫人がトロントで開かれ

る 2018 年ロータリー国際大会で講演することが決ま

りました。ローラ夫人はこれまで長年にわたり、識字

率向上と教育、女性の権利など、米国や世界が抱える

課題に取り組んできました。国内外での画期的な教育

プログラムや医療プログラムを立ち上げたほか、テキ

サスでのブックフェスティバルとワシントン DC での

全国ブックフェスティバルを設立。また、ジョージ W. 

ブッシュ・インスティチュートの女性イニシアチブ委

員長として、世界的な医療革新、新興民主主義におけ

る女性のエンパワメント、教育改革、米退役軍人への

支援を行っています。女性への医療にも力を注ぎ、心

臓疾患が米国での女性の死亡原因のトップとなって

いる中、米国国立心臓・肺・血液研究所と提携して「The 

Heart Truth」キャンペーンと「Red Dress」プロジェ

クトを開始しました。同キャンペーンでは、心臓疾患

のリスクについての啓発活動にあたっています。自伝

『脚光の舞台裏』と共同執筆した絵本『Our Great Big 

Backyard』は米国でベストセラーとなっています。救

世軍（Salvation Army）の全国顧問委員会、国立スミ

ソニアン・アフリカンアメリカン歴史文化博物館の評

議会、歴史保存のための国立信託管理委員会、南メソ

ジスト大学評議委員会など、さまざまな組織の役員を

務めています。 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

 6/4  クラブフォーラム③ 戦略・60 周年実行委員会 

 6/11 新入会員卓話 近森栄太郎君 

 6/18  常任委員長退任挨拶 

 6/25 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 


