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第1371回

2016年4月26日(火)

点　鐘12:30

場　所(社福)駿忠会　浦和しぶや苑

ソング

卓　話｢特養について｣

(社福)棋忠会　浦和しぶや苑

施設長　高山一行様

第1372回

2016年5月10日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢ドイツ語で学ぶ日本画について｣

ロータリー財団奨学生

坂本麻由里様

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1369回･ 2016年4月12日(火)

司会　宮坂秀樹会員

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢我等の生業｣
ソングリーダー　横田　元会長エレクト

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

4月の誕生祝い　町田信行会長

米山記念奨学金の贈呈　町田信行会長

委員会報告
中川泰次郎親睦活動担当委員長

次年度関係
清水敏夫次年度幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

熊田満子委員

出席報告　クラブ運営管理委員会
宇津野芳志男委員

卓話者紹介　町田信行会長

卓　　話｢工業デザインと私の仕事｣

株式会社　賀風デザイン

代表取締役　古賀治風様

点　　鐘13:30　町田信行会長



′⊂卓彦_

段々と暖かくなりまして､良い季節を迎えました｡

先週､ 4月8日金曜日には､さいたま市内の学校

で入学式が行われました｡我がクラブも5年前､石

井年度に｢さくら草特別支援学校｣の支援を行いまJ

した｡私も､その入学式に行ってまいりましたが､

当クラブが寄贈した｢しだれ桜｣が給麗に咲いてい

ました｡そこには浦和北東ロータリークラブ寄贈と

書かれておりました｡
｢さくら草特別支援学校｣は､重度の身体障害者

の生徒が学んでいる学校で､先生方が生徒に対して

我が子のように接している姿を見まして感動いたし

ました｡今年は6人の生徒が入学され､大変なごや

かな入学式でした｡

本日は､渡遠和良バストガバナーにおいでいただ

きまして､次年度委員長セミナーの基調講話をして

いただきます｡ぞうぞよろしくお願いいたします｡

今日は我がクラブが世話クラブの米山記念奨学生
の鳥目竿(ウ･ヒハン)さんがみえております｡一年

間有意義に過ごして下さい｡

本日の卓話をお願いしました古賀治風様よろしく

お願いいたします｡

さて､最近人工知能が話題になっていますが､先月､

グーグルの関連会社が開発した囲碁の人工知能と世

界トップの韓国の棋士が対戦し､棋士が3連敗の後､

待望の1勝を挙げました｡また､人工知能が執筆し

た小説が文学賞の一次審査を通過しました｡人工知

能を利用したことは明らかにされず審査されました｡

人工知能の応用は各分野で急速に進んでいるよう

です｡ロボットや車の自動運転､医療や金融､防犯

などです｡

最適なガン治療法では､患者の遺伝子データを入

力すると人工知能が世界中の論文や臨床データなど

を調べ､最も効果的な治療法を提案します｡人間だ

と数週間かかるが人工知能は5分ほどで済むそうです｡

また､野村謹券では､株式の景況指数を人工知能が

分析して指標化しています｡

犯罪分野では､複数の防犯カメラの画像から､瞬

時に同じ顔を判別する技術が開発され､迷子の捜索や､

犯罪捜査への応用も見込まれています｡

会社の仕事もロボットなどの人工知能でできるよ

うになると便利にはなりますが､社員が困りますね｡

Rotary I,/
Itlytへの

プレゼントになろう

□4/19(火)の例会は､ 4/17(日)の親睦旅行例会の振替

で休会です｡

□4/26(火)の例会は､移動例会で斉藤忠治会員の浦

和しぶや苑で行われます｡食事の準備がありますの

で4/19申込み締切としますo

□6/7(火)､第12回定例理事会及新旧合同理事会を開

催致します｡会場:当ホテル5皆｢赤松｣

国際ロータリー第2770地区バストガバナー渡逸和良様

株式会社賀風デザイン　代表取締役　　古賀治風様

米山記念奨学生紹介
斉藤忠治カウンセラー

2016学年度米山記念奨学生鳥目竿(ウ･ヒハン)さん

国　籍:中国

出身地:内モンゴル自治区

在籍校:埼玉大学
学　科:社会科学　経済経営

課　程:修士

恥刑cLuB ㌫
引再

1;"ま　皆さんにお会いできて大

議変諾荒､奉仕のこと､
貿人生のことについてたくさ

ん勉強したいと思います｡

よろしくお願いします｡



JL圭I-象
Rotary Be agift to the world

株式会社賀風デザイン
代表取締役古賀治風様

口上海賀風工業産品設計有限公司　　薫事長

□日本デザインマネジメント協会　　顧　問

□中国･トヨタ汽車研究中心　　　　デザイン顧問

□上海市黄浦区商務委員会　　　　　商務顧間

口合同会社木馬の子　　　　　　　　ディレクター

ロ1948年東京杉並区生まれ

□現住所　さいたま市南区辻

□育英工業高等専門学校工業デザイン科卒業

□1969年トヨタ入社エクステリアデザイン部門担当

□1977年ホンダ入社エクステリアデザイン部門担当

□1981年株式会社賀風デザイン社設立

□ 2004年中国上海に上海賀風工業産品設計有限公司設立

□2015年合同会社　木馬の子設立

現在に至る

□日中企業と数多くのデザイン開発実績

□2007年､上海市黄浦区から海外ビジネストップ

100に選出

ログッドデザイン賞他受章多数及びIF賞受賞

工業デザインとは何か

第1章　賀風デザインについて

1､工業デザイン一筋35年

2,日中2拠点スタジオ

3,明快な価格体系

4,独自の12BEST開発要件

第2章　デザイン開発事例

1,動物の飼料精製器

2,血液分析器

3,育児機器

4,歯科機器

第3章　特殊機器開発とは何か

1,特殊機器メーカーはデザイン開発をよく知らない

2,特殊機器開発は市場に引きずられにくい

3,特殊機器ユーザーはその道のプロ

4,特殊機器の多くは少量生産

5,特殊機器開発は長期開発

6,費用対効果の疑問

第4章　工業デザイナーの果たす役割

1,デザイナーが企業を繋ぐ-社会のインテグレー

タ-という役割

2,デザイナーは多能工であれ-組織の限界を救う

3,デザイナーは柔軟であれ-発想力､開発力､提

案力で社会貢献

第5章　中国から見えた日本の開発力

1,日本人の気付かない開発力-依存力

2,日本人の気付かない開発力-気力

3,日本人の気付かない開発力-心配力

4,日本人の気付かない開発力-精神力

横田　元会員
(4月24日)

斉藤忠治会員
(4月24日)

クラブ運営管理委員会
中川泰次郎親睦担当委員長

□4/17(日)の親睦旅行例会､現在25名の参加です｡

点鐘18:00､バスは当ホテル18:45集合､ 9:00出発｡

当ホテルのパーキングチケットを準備しています｡

□4/17(日)､常陸の国出雲大社で祈祷～食事～五浦

美術館～六角堂～ホテル

ロ4/18(月)､観光組9:00出発､ゴルフ組7:30出発

清水敏夫次年度幹事

2016学年度ロータリー米山記念奨学生入学式が

5/7(土)､ラフレさいたまで開催されます｡

□次年度クラブ研修リーダーセミナーが6/18(土)､

浦和コミニュティセンター(パルコ9F)で開催されます｡

□本日､次年度委員長セミナーが3F ｢常盤｣で開催

されます｡

ロ次年度クラブ協議会が5/17(火)､当ホテル2F ｢さ

くら草｣で開催されます｡



バストガバナー渡遺和良様(浦和北RC)本日はお世話にな

ります｡一緒に勉強させて頂きます｡

町田信行会長　皆様こんにちは｡ウキウキする季節になり

ました｡渡遺和良バストガバナー､本日の次年度委員長

セミナーよろしくお願い致します｡賀風デザイン代表取

締役古賀治風様本日の卓話よろしくお願い致します｡米

山記念奨学生鳥目苧さん1年間よろしくお願いします｡

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡本日の委員長セ

ミナーよろしくお願い致します0　本日の卓話､ ㈱賀風デ

ザイン代表取締役古賀治風様よろしくお願い致します｡

渡遠バストガバナー本日はよろしくお願い致します｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡バストガバナー渡遠和

良様､本日の次年度委員長セミナーご指導よろしくお願

い致します｡本日の卓話｢工業デザインと私の仕事｣ ､

㈱賀風デザイン代表取締役古賀治風様よろしくお願い致

します｡米山奨学生烏日宇さんようこそ｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢工業デザインと私の仕事｣ ㈱

賀風デザイン代表取締役古賀治風様よろしくお願い致し

ます｡米山記念奨学生烏日宇さんようこそ｡ 1年間よろ

しくお願いします｡本日､例会終了後クラブ協議会があ

ります｡渡連バストガバナーに基調講話をいただきます｡

ご指導よろしくお願い致します｡

大島雅文会員　渡遺バストガバナーようこそ｡よろしくご

指導下さい. USA･トランプカードで憂さ晴らし､ジョ
ーカー掴んで蒼い顔.

星野和央会員　渡遠バストガバナー､春うららの中ですが､

厳しくも優しい卓話をお願い申し上げます｡

篠原唯史会員　渡連バストガバナー､ RLIではいつもお世

話になっております｡本日はご多忙の中､次年度クラブ

協議会にご協力ありがとうございます｡ご指導よろしく

お願いします｡

内田康信会員　㈱賀風デザイン代表取締役古賀治風様本日

の卓話宜しくお願いします｡渡遠バストガバナー､いつ

もお世話になります｡次年度委員長セミナー｢基調講話｣

宜しくお願いします｡

斉藤忠治会員　㈱賀風デザイン代表取締役古賀治風様本日

の卓話よろしくお願い致します｡今年の米山奨学生は､

中国からのり･ヒハンさんです｡会員の皆様よろしくお

願い致します｡

囲谷昭吾会員　桜の花も散り､大分木々は青々しくなりま

した｡今日の卓話､ ㈱賀風デザイン代表取締役古賀治風

様よろしくお願いします｡本日のお客様で､次年度委員

長セミナーの講話者バストガバナーの渡蓮様､都合で欠

席しますがよろしくご指導をお願いします｡

森　　裕会員　梅も桜も散りましたね｡

富樫　孝会員　㈱賀風デザイン代表取締役古賀治風様､

本日の卓話宜しくお願い致します｡

吉田律子会員　桜が終わると､庭の八重桜が待っていた

ように咲き誇っています｡同時でない所がステキです｡

本日は工業デザインを仕事になさっている古賀治風様

よろしくお願いいたします｡又､次年度委員長セミナ
ーにバストガバナー渡蓮様にご出席いただき再度学ぶ

事が出来ますことに感謝申し上げます｡日々前進を目

標としております｡

山中垂則会員　4/1-2日鳴門に行って来ました｡ 4/3-5

日長崎に行って来ました｡ 4/6ゴルフに行って来ました｡

全然仕事してません｡

矢作謙一会員　前回､例会の帰り道､追突事故に遭いま

した｡百ゼロでしたのでホッとしております｡相手側､

物を拾おうと前方不注意でした｡明日は我が身､運転

中はスキをつくらないようにと､痛感しました｡

宮坂秀樹会員　今日は鈴木寿和会員､飯田会員が休み､

矢作さんが写真なので司会をやります｡

清水敏夫会員　寒かった､現場の仕事辛かった｡賀風デ

ザイン様卓話楽しみにしています｡

繰越金1,132,000円　本日47,000円　計1,179,000円

平成28年4月12日(火)浦和ロイヤルパインズホテル3F ｢常盤｣

基調講話

国際ロータリー第2770地区バストガバナー渡遺和良様

(浦和北ロータリークラブ)

出席報告

例会日 剔告� 偬����欠席 挽薐�出席免除 偬��越b�

雷 釘��45 �3��8 迭�2 塔�紊�R�
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これ　　　　例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　　長

llr.非へのプレゼントになろう

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト

TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹　事

内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

熊野　義治

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


