週

報

THE ROTARY CLUB OF ARIDA

Nｏ．
２９６９

第２６４０地区
例会日
例会場
事務所

2020-2021年度

橋爪
井上
R広報委員長 菅原
会
幹

長
事

誠治
修平
佳典

創 立

島 海碩 書

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

e-mail

～
１．真実かどうか

四つのテスト

２．みんなに公平か

言行はこれに照らしてから

３．好意と友情を深めるか
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４．みんなのためになるかどうか

2020-2021年度クラブ方針

自制心と結束力を繋ぐ理解のハーモニー
「学ぶLearning・感じFeeling・動くMoving」

次回のお知らせ

本日のプログラム

令和３年５月１３日 第２９７１回
・クラブフォーラム

令和３年４月２２日 第２９７０回
・新入会員卓話：辻 恭治 君「平成経済から現在
までの主な出来事と経済成長率」
・ソング：「四つのテスト」

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」

会長の時間
「幸福感」

前回の報告（第２９６９回例会）
開催日
開 催 日 令和３年４月８日(木）

点

鐘

〔橋爪（誠）会長〕

さて、いきなり「人生満足尺度テスト」を
行います。
5つの質問を皆様に行います。一つの
質問に1点から最高7点の点数をつけて
下さい。5問×7点ですので35点満点で
す。
①ほとんどの面で、私の人生は私の理想
に近い
②私の人生は、とても素晴らしい状態だ
③私は自分の人生に満足している
④私はこれまで、自分の人生に求める大切なものを得てき
た
⑤もう一度人生をやり直せるとしても、ほとんど何も変えな
いだろう
21点から25点は少し満足、26点から30点は満足、31点
以上は非常に満足にあたるようです。

〔橋爪（誠）君〕

ゲストの紹介
〔上野山（栄）SAA〕
ゲスト：伊原 彰紀 氏（和歌山大学システム工学部講師）
ニコニコ箱の報告

〔上野山（栄）SAA〕
橋爪（誠）君：伊原彰紀先生、ようこそ
有田RCへ。データサイエンスの楽し
み 方 を 会 員 に発 信 して下さ い。本
日、卓話勉強させていただきます。
井上君：伊原先生、本日はコロナ禍の
中お越しいただきありがとうございま
す。卓話よろしくお願いします。
上野山（捷）君：伊原彰紀様、ようこそ有田RCへお越しく
ださいました。本日の卓話ありがとうございます。
松村君：伊原先生、卓話楽しみにしています。次年度役
員・理事の皆様、次年度役員会へのご出席よろしくお
願いします。
川口君：本日の卓話、和歌山大学講師、伊原彰紀様、ど
うぞ宜しくお願い致します。
上野山（栄）君：和歌山大学、伊原先生、本日の卓話あり
がとうございます。勉強させてください。

アメリカ・イリノイ大学名誉教授のエド・ディーナー博士ら
の研究によると「幸福感の高い人は、創造性が3倍高く、生
産性や、売り上げは30％も高い」という結果が報告されて
います。幸福感の高い人は、欠勤率や離職率が低いこと
もわかっています。
では、幸福感をどのように感じられるのかというと、慶應
義塾大学の前野隆司さんが四つの因子があるという解説
を、著書「幸せのメカニズム」の中で紹介してくれていま
す。
第一因子「やってみよう」（自己実現と成長の因子）
第二因子「ありがとう」（つながりと感謝の因子）
第三因子「なんとかなる」（前向きと楽観の因子）
第四因子「あなたらしく」（独立とマイペースの因子）
この因子を感じられる職場は、常にいい循環を生むと紹

出 席 報 告
本日の会員数２８名
（出席規定免除会員９名）
出席会員数２４名
（出席規定免除会員７名）

１

母子の健康月間
介されています。
この四つの因子は、有田ロータリークラブの先輩たち
が、私に教えてくれたクラブの強みそのもののように感じ
られました。ロータリークラブの考えの柱の、①自己成長
の場、➁素敵な仲間、➂たゆまぬ奉仕活動、④クラブら
しさを大切に、という心が、「やってみよう」「ありがとう」「な
んとかなる」「あなたらしく」の表現と一致するのではない
でしょうか？
幸せのメカニズムを理解して、人生や、職場にも、ロー
タリー活動にも好循環を生む言動を意識していきたいと
思いました。
僕の最大の幸せ因子は、妻の笑顔です。

P9-P12 この人訪ねて 平井憲太郎さん
P13 私の一冊 がんになった緩和ケア医が語る「残り2
年」の生き方、考え方
仕事柄、是非とも読みたい本
P18 100歳のロータリアン！
P23-P30 ロータリーアットワーク
メッセージ付きどら焼きで、医療従事者を激励！
コロナ禍では難しく考えずに今できることをすればいい
と感じました。

委員会報告
※会長エレクト（松村君）
例会終了後、第2回次年度理事会を開催します。理
事・役員の方はご出席よろしくお願いします。

幹事報告

〔井上幹事〕
1.第10回定例理事会
・3月試算表 承認
・4.5月例会プログラム 承認
・後期IDM決裁の件 承認
・2021～2022年度ロータリー財団補
助金の件 現在コロナ禍の為、対
象の奉仕活動ができていないのが
実情、そこで締切まで検討
・みかん海道桜木の手入れの件 承認
・規定審議会の件 成川守彦君に5月後半から6月前半
の例会時間を10分程度延長し情報提供して頂く。
・その他
現在、コロナ禍の為、国際奉仕活動ができていない。
この予定していた活動資金を戦略計画委員会を基に
積み上げて時の会長判断とする。
例会方法で対面式のみを中止する場合は会長判断
とする。
2.次年度のための地区研修協議会がYouTube配信で4
月19日からの事前配信と、24日の本会議がそれぞれ
行われる

卓

話

和歌山大学
システム工学部 講師

伊原 彰紀

様

「データサイエンスのはじめの一歩」
第三次産業革命の一つとして、コンピュータを使ったイ
ンターネットの普及、科学技術の発展があり、第四次産
業革命の一つとしてAIをはじめとするデータサイエンスの
目覚しい技術革新が進んでいる。データサイエンス技術
を支える最も重要なものがデータである。昨今では、カメ
ラやスマートフォン、Webの閲覧履歴、などから容易に
データ収集できる。「収集できる」というより、私たちが気
づかぬうちにデータを「収集されている」と言うほうが正し
い表現かもしれない。例えば動画配信サービス、オンライ
ンショッピングサービスなどはその一例で、私たちが視
聴、購入している記録に基づき、おすすめ動画、商品を
推薦している。このように膨大なデータを簡単に集めるこ
とが可能になった現在だからこそ、データサイエンス技術
を活用したサービスが開発され、社会に浸透しはじめて
いる。

ロータリー友誌

〔嶋田R広報委員〕
【横組】
P3 RI会長メッセージ
地球を守る為 奉仕活動を拡大（SDGｓ）
Ｐ7-Ｐ13 母子の健康についての取り組み
Ｐ14-Ｐ15 独自性の強い職業奉仕を追及
大学と提携
Ｐ16-Ｐ19 ガバナーのロータリーモメント
名古屋北ＲＣの『ＲＡＣ-1』真似してみては？
Ｐ36 読むだけでテンション上がります。
Ｐ41 日本のロータリー100周年を祝う会
2021年5月25日 ザ・プリンスパークタワー東京にて開
催予定。
P43 会員プロデュースの映画『にしきたショパン』が公
開。
残念ながら和歌山での上映はありません。
【縦組】
P4-P8 本橋麻里さんのスピーチ

データサイエンスを一言で説明すると「データを活用し
て課題を解決すること」である。データサイエンスは、問
題となっている事象を解決するためのアプローチであり、
問題が明確でない状況でデータサイエンス（データを解
析）することは難しく、曖昧な問題を解決しようとすると時
間の浪費だけで終わってしまうこともある。しかし、問題が
明確になっているほど、どんなデータを集め、どのように
解析するか、を決めることができ、問題解決に向けた最
適な方法を見つけることができる。方法が決まれば、昨
今の技術を活用し、ほんの数行のプログラミングで問題
解決へのヒントをデータサイエンスが導いてくれることも
多い。
２

母子の健康月間
データサイエンスは、準備するデータに従って問題解
決へのヒントを与えてくれる。ただし、間違ってはいけな
いのは、コンピュータはデータの意味を理解することはで
きず、正しい、間違っているの判断を与えるのは人間で
ある。先ほど例をあげたように、動画配信サービスが推薦
してくれる動画は全て利用者の好みであるとは限らな
い。利用者が間違った操作でほんの数秒視聴した動画
を、コンピュータは利用者の好みの動画と判断してしまう
こともある。データサイエンス技術によって導かれる結果
は、未だ私たち人間が完全に満足いくものではなく、未
だ結果の不確かさが大きな課題であり、さらにデータサイ
エンスによって導かれた結果が倫理的課題、社会的影
響を脅かすこともある。データサイエンスが導く結果を過
信することは現時点では危険であるが、データサイエン
スは私たちの生活水準を加速的に向上してくれる方法で
あることも間違いない。

任泰然君 立命館大学入学
おめでとうございます！

最後になりますが、このたびは有田ロータリークラブの
卓話にご招待いただきありがとうございました。特に、和
歌山大学のリカレント教育推進事業、社会人向け先端技
術教育講座に参加いただき、卓話にお声掛けいただい
たこと感謝いたします。令和3年度も経営者向けの講座
開講を予定していますので、ご興味のある方は参加をご
検討ください。

閉会・点鐘

（橋爪（誠）会長）

次週

日程

5月の例会プログラム

4月29日（木）と
5/6木)

休会

その翌週

5月6日（木）は

5/13(木)

クラブフォーラム

5/20(木)

次期会長のための時間
会長エレクト

5/27(木)

クラブ協議会
次年度への申し送り

休会です

３

