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国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム

「人類に奉仕するロータリー」

第2570
2570地区
地区 ガバナー 前嶋 修身

「知恵と元気を」

会長方針

「聞いて学び 奉仕のこころを分かち合おう」

会長 龍山 利道

副会長 吉原 良一

幹事 陣野壮太郎

第１９９０回例会 １０月第４週 １０月２７日（木）

通常例会 「経済と地域社会の発展月間 」 岡本比呂志会員
第１９９１回例会 １１月第２週 １１月６日（日）

移動例会 「地区大会」 於：熊谷文化創造館・さくらめいと
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

マグニチュードが１増えると地震のエネルギーは

点

鐘 副

吉原 良一

３２倍に成ります。

会

長

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」
唱

話 「四つのテスト」

ビ ジ ター 戸髙

健司 様（新座こぶし）

例えば、マグニチュード８の地震は、マグニ
チュード７の地震の３２個分のエネルギーを持っ
ている事に成ります。
一方、震度は１０段階に分かれていますが、震

会長の時間 副会長 吉原 良一

度５と震度６はありません。
もともと「震度の階級は０～７の８段階」しか
在りませんでしたが、１９９６年に震度５と６のみ
弱，強が新設されました。
これは、１９９４年に発生した「三陸はるか沖地
震＝Ｍ７．６

八戸で震度６」、１９９５年に発生し

た「阪神・淡路大震災＝Ｍ７．３

震度７

観測史

上初」がきっかけで、これらの地震で震度５、震

地震についての豆知識

度６を観測した地域では被害の程度が様々で幅広

最近熊本に続き鳥取でも大きな地震がありまし

く、被害の過小評価や過大評価が発生しました。

た。地震については「マ グニ チュ ード」と「震

このため、より細かな被害の判定を行うため、

度」が 知 ら れ て い ま す。ご 存 知 の 通 り マ グ ニ

震度５と６はそれぞれ弱と強に細分化されたとい

チュードは、地震の規模（大きさ）を表すもの

う事です。

で、震度は、ある大きさの地震が起きた時の私た
ちの生活の場での揺れの強さを表します。
マグニチュードの大きな地震でも震源から離れ
れば「震度」は小さくなります。

では、なぜ震度を５，６，７，８，９にしないのかと
いうと (単位：ｃｍ)
０．５㎝未満は震度０（人は感じないが、地震計に
記録される）

今月のお祝い

０．５～１．４の場合は震度１（屋内で静かにしてい
る人には僅かに感じる人がいる）
１．５～２．４の場合は震度２（電灯などの吊り下げ
物が僅かに揺れる）
２．５～３．４の場合は震度３（棚にある食器類が音

会員誕生月：大塚 誠一・出浦 惠子

各会員

夫人誕生月：神谷 億文・内田 昌史

各会員夫人

結婚記念月：松岡 昌宏・岡野 元昭・宮川 勝平

を立てる事がある）

萩原

３．５～４．４の場合は震度４（吊り下げ物は大きく

勇 ・神谷 浩一・神谷

稔

余湖 秀夫・内田 昌史 各会員

揺れ、座りの悪い置物が倒れる）
４．５～４．９の場合は震度５弱（大半の人が恐怖を

委員会報告

覚え、物につかまりたくなる）
５．０～５．４の場合は震度５強（大半の人がものに
つかまらないと歩く事が難しい）
５．５～５．９の場合は震度６弱（立って居る事が困

親睦活動委員会

委員長

１１月度「会員親睦会」開催のお知らせ
日時：１１月２４日（木）

難になる）
６．０～６．４の場合は震度６強（立って居る事が出
来ず、はわないと動くことが出来ない）
６．５～ 震度７（固定していない家具はほとんど
が移動したり倒れたりする） としている為
震度５，６，７，８，９としてしまっては計測震度と辻

石原 勇介

点鐘１９：００

場所：パーシモンホテル
１１月度ゴルフ同好会のお知らせ
開催日時：１１月２９日（火） 午前８時頃予定
開催場所：武蔵松山カントリークラブ
宜しくお願い致します。

褄が合わなくなってしまうからです。

スマイル報告
「2017～18年度役員理事を選出」するにあたり
新座ロータリークラブ細則

第１条「理事会及び

役員の選挙」の第１節に基づき現在の理事会を

親睦活動委員会

委員 鈴木

明子

もって2017～18年度の指名委員会と致します。

幹事報告 幹事 陣野壮太郎

龍山 利道会員 本日、職業奉仕の為欠席致しま
す。１１月６日の地区大会には是非ご出席の程お
願いします。本日、岡本会員卓話宜しくお願い致
します。
１、地区事務所より３件受信

吉原 良一会員 会長代理です。宜しくお願い致

１）１１月のロータリーレート １ドル⇒１０２円

します。

２）「世界遺産キャラバン受入のお願い」受信

陣野壮太郎会員

３）地区大会本会議で使用する、クラブ紹介用

創立三十周年記念祝賀会盛大におめでとうござい

の活動状況の写真及びコメント提出依頼

岡本会員、先日はご自身の学園

ました。本日は卓話楽しみにしておりました。宜

１、立教学院より地元懇談会開催のお知らせ受信

しくお願いします。

１、他クラブ週報拝受

岡本比呂志会員 １０月１４日学園創立３０周年

１、例会変更受信

には、多くの会員の皆様がお越し頂きまして、誠

にありがとうございます。これからも精進して参
ります。本日は卓話宜しくお願い致します。
神谷

稔 会員・金子 幸男会員・岡野 元昭会員

宮川 勝平会員・本木 英朗会員 ・神谷 億文会員
石原 勇介会員・松岡 昌宏会員・小泉 哲也会員

ング広告
・金融市場 コンピュータによる高速取引、顧客
対応のシステム（スイスのＵＢＳ）
・法律分野 大量の文書を読んで証拠を見つける
というパラリーガル（弁護士秘書）

鈴木 明子会員

・自動運転技術 グーグルの自動運転車の実用化

『岡本比呂志会員、学園創立３０周年おめでとう

・配送サービス ＡＩを組み込んだドローン（小

ございます。本日の卓話楽しみにしております』

型無人飛行機）
・電力業界 スマートグリッド（電力の管理シス
テム）

卓話

３．人間は職を失うか
・英国デロイト社、英国の仕事のうち３５％が、

「人工知能は人間を超えるか」

岡本比呂志

今後２０年間でロボットに置き換えられる可能
性を指摘（２０１４年）
・オックスフォード大学の研究報告、今後１０～
２０年で米国の７０２の職業のうち、約半分が
失われる可能性があると指摘
・米国では、会計士や税理士などの需要がこの数
年で約８万人が減ったとの指摘

１．人間を超え始めた人口知能（ＡＩ）
・１９９７年 ＩＢＭのスーパーコンピュータ
「ディープブルー」、チェスの世界チャンピオ

い安全な仕事とは＞
・医師、起業家、マーケティング・マネージャー
等「高度な創造性と社会的知性（社交やコミュ

ンを破る
・２０１１年 ＩＢＭの人工知能「ワトソン」が全
米のクイズ番組で優勝
・２０１４年 「東ロボくん」、全国センター試験
模試で、私大５８１大学の８割４７２大学で
「Ａ判定」（合格可能性８０％以上）
・２０１５年 ソフトバンク、人工知能搭載ロボッ
ト「Pepper」を発売
・２０１６年 グーグルの囲碁ＡＩソフトAlphaGo
（DeepMind社）が世界最高囲碁棋士を破る
２．広がるＡＩの応用範囲
・医療分野 蓄積された膨大なデータから、患者
の治療方針を的確に示す
画像診断技術（レントゲン、ＣＴ）の向上
・コールセンター

三井住友銀行、みずほ銀行

・新聞記事 米国ＡＰ通信、企業の決算報告記事
を書かせる人工知能を導入
・ネット広告

＜逆に（少なくとも当面は）奪われる可能性がな

「リアルタイムビッディング」

（「広告枠」のオークションがミリセカンドで入
札・落札）個人の趣味嗜好に応じたターゲティ

ニケーションなどの能力）を必要とする職業」
４．２１世紀のロボット・ＡＩ革命
・第１次産業革命

１８世紀英国から世界に広

がった蒸気機関
・第２次産業革命

２０世紀、モーターやベルト

コンベアなど電気技術
・第３次産業革命

２０世紀後半、エレクトロニ

クス
・第４次産業革命

２１世紀、インターネットと

ＡＩの製造業への導入
ドイツ政府による「インダストリー４．０」
～工場の生産設備や物流の現場などをイン
ターネットで結び、ＡＩで自動管理すること
により、製造業の生産性や効率性、柔軟性な
どを飛躍的に高めようとする試み
５．ＡＩの発展レベル
・レベル１ 単純な制御プログラム（家電製品）
・レベル２ 古典的な人工知能（掃除ロボット、
診断プログラム）

・レベル３ 機械学習を取り入れた人工知能（検

７．「２０４５年問題」

索エンジン、ビッグデータをもとに自動的に判

・「ＡＩは今後、指数関数的な成長を遂げ、２０

断する人工知能）

４５年頃には人間の知性を超越した存在になる」

・レベル４ ディープラーニングを取り入れた人

との予想（グーグルのＡＩ開発責任者、レイ・

工知能（機械学習をする際のデータを表すため

カーツワイル氏らが提唱９

に使われる変数『特徴量と呼ばれる』自体を学

・「シンギュラリティ」（Singularity、技術的

習する

特異点）

６．ＡＩは人類の脅威となるか

～人工知能が十分に賢くなって、自分自身よりも

・２０１４年５月

賢い人工知能を作れるようになった瞬間、無限に

ホーキング博士など４名の著名

人が連名で警鐘

知能の高い存在が出現するというもの。

「本物のＡＩを創造することは、人類史上、最大
の偉業となるだろう。それは戦争、飢餓、貧困と
いった極めて困難な問題さえ解決してくれるかも
しれない。しかし一方で、それがもたらすリスク
を回避する手段を講じなければ、ＡＩは人類が成
し遂げた最後の偉業になってしまう恐れがある
（つまりAIは人類を破滅に導くかもしれない）」

＜人類に明るい未来の可能性はあるか＞
・人類単独では対処しきれない難しい世界的問題
を解決するのに、人間を超える知能を備えたコン
ピュータやロボットが必要とされる時代が来る
・人類は常に自分よりも優れた存在を創造し、そ
れらと共存してきた歴史がある

第１９９１回例会 １１月第２週 １１月６日（日）

移動例会 「地区大会」 於：熊谷文化創造館・さくらめいと
１日目

２日目

１日目左より陣野・龍山・石原・小泉各会員 ２日目左より鈴木・石原・岡本・森田・岡野・陣野・神谷億文・龍山・各会員

１１・１２月のプロラム

委員長

宮川

勝平

２４日（木） 夜間例会 「１１月度会員親睦会」 １９時
12/１（木） 通常例会 「年次総会 」
８日（木） 通常例会 「月間に因んで」 増渕会員
１５日（木） 移動例会 「薬物乱用防止講演会」 １４時
場所：新座４中学校

出席報告

委員長

神谷

稔

H２８.１０.２７

出席 １５名 欠席 ８名
会員数３０名 出 席 率 ６５．２％
修正出席率 ８６．９６％
（免除者７名）
クラブからの連絡

☆例会出席は 会員の義務です
欠席の場合はＭａｋｅ図や写真の説明を記入
ｕｐをしましょう
します。

新座ロータリークラブ事務局

http://www.niiza-rc.jp

国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406
電話

０４８ (４７３)７０４１

ＦＡＸ

０４８ (４７３)９２２１

Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp

