
第 1124回例会 １０月２３日（金）移動例会・職業奉仕委員会(職場訪問)     横田基地 

第 1125回例会 １１月 ６日（金）理事役員会⑤・クラブ雑誌委員長会議報告   ホテルモリノ 

第 1126回例会 １１月１３日（金）地区大会(13日・14日)へ振替        横浜パシフィコ 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【ソング】              鈴木 眞一 SAA委員 

ロータリーソング『我等の生業』 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．ガバナー事務所より  

 ①地区大会本会議（11/14)において、新会員登壇の案内が

届く。 ※返信 10/30まで 

 ②2016-17年度 Ｒ財団 地区奨学生(ＤＧ)、グローバル奨学

生(ＧＧ)の募集要項が届く。 

２．箕田ガバナーより先週の公式訪問のお礼状が届く。 

３．ロータリー米山 187号がメールで届く。 

 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

 ◎川崎西北ＲＣ  

 ■10月 19日(木) ⇒ 夜間例会 点鐘 18：30 柏屋 

 ■11月 12日(木) ⇒ 14日(土) 移動例会 地区大会参加  

 ◎川崎高津ＲＣ  

 ■11月 12日(木) ⇒ 14日(土) 移動例会 13：00～ 

                      地区大会参加 

 ■11月 26日(木) 親睦移動例会 ⇒ 夜会例会に変更 

                      18：00～ ホテルＫＳＰ 

◆その他 

 ◎尾作弘氏退会により五人組組織を変更。老沼会員を   

鈴木眞一会員のグループに編入。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎11月14日(土)、地区大会に皆で行かれる方は、JR町田駅 

改札に 11：00集合。 

◎10月 23日（金）横田基地見学へ行かれる方は、当日 8：30 

  琴平神社  駐車場へ。 

【出席委員会】         親松 明 出席委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1123回 25 20 5  80％ 

1122回 25 23 2 0 92％ 

1121回 25 22 3 2 96％ 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1123回(件数) 合 計 

ニコニコ    20件 ￥20,000 

◎当クラブ 

◆鈴木豊成会長【急に寒くなりました。カゼをひかないように！】                     

◆鈴木昭弘幹事【風邪をひきました】 

◆梅澤 馨会員【はるひ野小中学校アートフェスティバルに 

参加しました】 

◆志村幸男会員【10月 22日(木)個展、宜しくお願いします】 

◆鈴木憲治会員【ノロウィルスと、インフルエンザがはやりそう         

です！】 

◆青戸慶太会員 ◆臼井 勉会員 ◆碓井美枝子会員  

◆宇津木茂夫会員 ◆大野 勉会員 ◆親松 明会員 

◆川崎 航会員 ◆君塚 毅会員 ◆佐々木範行会員  

◆佐藤忠博会員 ◆鈴木眞一会員 ◆長瀬敏行会員 

◆花輪孝一会員 ◆森 啓伊会員 ◆蓬田 忠会員 

        以上、ご協力ありがとうございます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1123回 例会記録 平成 27 年 10月 16日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 



【親睦家族委員会】         鈴木 眞一 委員長 

◆今月の結婚記念日・例会当日賞として 

 二組のご夫妻がいます。おめでとうございます。 

 ◎鈴木憲治会員・礼子様（10月 16日） 

◎君塚毅会員・慶子様（10月 30日） 

※10月 30日はロータリー規定により休会のため、 

今回発表させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

【会員ショート卓話】 

[３回目] 宇津木 茂夫 会員 

■将棋のコンピューター対人間について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここ数年、将棋のプロ棋士とコンピューターが互角に戦

っているので、個人的にはちょっと注目しています。 

 コンピューターの 1秒間に 100万手以上先を読むと言う

計算能力が有るのですが、 

 将棋の初手から終局（将棋の場合、相手の王様を取る＝

詰ます）までの全ての手のパターンは 10 の 220 乗と推測

されて、コンピューターでも全てのパターンを解読するの

は当面できないとの事です。 

  ・囲碁はその２倍 

  ・チェスは将棋の半分 

  ・オセロはその半分と推測されています。 

チェスやオセロは人間が勝てなくなっています。 

 オセロは駒を打つ場所が徐々に少なくなり、終局 30 手

前になると全てのパターンを解読してしまう。 

 チェスも取った駒を使用できないので、盤上の駒が少な

くなると終局迄の全てのパターンを解読してしまう。 

 囲碁については、まだまだの様です。 

 コンピューターどうしが対戦する世界選手権が 20年ぐ 

らい前から毎年開催されるようになり、徐々に実力を付け

トップアマに勝つようになった事もあり、数年前からプロ

棋士と５対５の電王戦と言う団体戦が実施される様にな

って、（トッププロは参戦していない） 

  ・一昨年がコンピューターの 3勝 1敗 1引き分け 

  ・去年がコンピューターの 4勝 1敗 

  ・今年がプロ棋士の 3勝 2敗 

 来年からエントリー制でプロ棋士、コンピューターそれ

ぞれの予選勝者が、プロのタイトル戦並持ちの時間８時間

で２局行われます。 
   

[４回目] 梅澤 馨 会員 

■「賀寿（60歳以上）」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 我が国の 100 歳以上の人口をご存じですか。昨年の統計で

は 58,820人となっています。 

 60歳以上の賀寿を挙げると、60歳「還暦」、70歳「古稀」、77

歳「喜寿」、80歳「傘寿」、81歳「半寿」、88歳「米寿」、90歳「卆

寿」、99 歳「白寿」、100 歳「上寿」、108 歳「茶寿」、111 歳「皇

寿」、120歳「大還暦」となります。 

 ちなみに、この間亡くなられたギネス長者記録の泉重千代さ

んはこの「大還暦」(120歳)を迎えられています。 

皆さんも 賀寿を目指して「ピンピンコロリ」といきましょう。 

 

【四つのテスト】             志村 幸男 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：蓬田 忠 

 
例会当日結婚記念日の鈴木憲治会員（左）と君塚会員（右） 

 鈴木憲治会員より一言 

 「大学を出て婦人服の会社へ

入った時、彼女は短大卒で ２年

先輩として勤めておりました。 

その何年か後に同じ支店に勤務

となり付き合うようになって結婚

し、現在に至っております。」  

 

 


