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都城北ＲＣ
樋口 正義 氏
都城中央ＲＣ 富森 恵一 氏

□会長の時間

吉田 努

みなさんこんにちは。
本日は木場ガバナー補佐、そして次年度ガバナー補佐
を務められる池井ガバナー補佐エレクトをお迎えして
おります。後ほど退任と新任のご挨拶を頂きます。
木場ガバナー補佐に於かれましては、ピンチヒッターの
ような形で登板され準備する間もなく大変なご苦労が
あったと思います。また当クラブ 40 周年では万歳三唱
のお願いを前日まで伺っておらず大変な失礼を致しま
した。何とかスケジュールを調整して頂き無事に終える
ことが出来ました。この場をお借りして改めまして御礼
を申し上げます。
先日ネット配信でニュースを見ていましたら 10 年
後には不老不死のうち不老はなくなるかもという驚く
べき記事が目に留まりました。エネルギー問題にも終止
符が打たれるとか。
気になったので少し調べてみました。するとコンピュー
ターの話ではありませんか、要約すると以下のような話
です。
ある国で 1 歳半の女性がそのままの容姿で 19 歳ま
で生きたそうです。
何らかの原因で不老になったというわけです。世界中の
科学者はその原因を調べるために血眼になります。しか
し、今のスーパーコンピューターでは仮説を作り上げる
ための計算が出来ないそうです。ここでスーパーコンピ
ューターについて少しふれます。

京 (国産スーパーコンピューター)
京（けい、英: K computer）は、日本の理化学研究所
に設置されたスーパーコンピューターの名称（愛称）で
す。文部科学省の次世代スーパーコンピューター計画の
一環として、理化学研究所と富士通が共同開発した。
「京」
は、浮動小数点数演算を 1 秒あたり 1 京回おこなう処理
能力（10 ペタフロップス）に由来する。この性能は地球
上の全人口 70 億人が電卓を持って集まり、全員が 24
時間不眠不休で 1 秒間に 1 回のペースで計算を続け、約
17 日間かけてようやく終わる勘定です。それを「京」は、
わずか 1 秒でこなしてしまうのです。
総開発費 1,120 億円を投じ、2012 年 6 月に完成しま
した。ただこれ以上性能を上げるためにはコンピュータ
ーの小型化が必要です。現在「京」の消費電力は一般家庭
の約 30,000 世帯分にも相当します。この消費エネルギ
ーはコンピューターを冷やすためのものです。
この冷やす技術を日本の技術者が開発しました。なん
とコンピューターを液体の中に全部浸けてしまうという
ものです。空気で冷やすより液体で冷やす方が 3400 倍
の効果があるとされています。理論上 3400 分の 1 の
大きさにできるということです。そしてこのコンピュー
ターを 100 台つなげば今のスパコンの 100 倍の性能を
持ったものが出来るということでした。
この技術者は斎藤元章さんという方で新潟大学医学部を
卒業した医師です。ネットで調べてみてください。詳し
い情報がご覧になれます。
そのような技術の革新が今行われようとしています。人
工知能等映画の世界かと思っていましたが近い将来それ
を目の当たりにすることになるのでしょうね。
以上会長の時間でした。

□幹事報告

前田 吉基

●都城ＲＣ…例会時間場所変更 6/17（金）
感謝の夕べ例 18:00～ イオン SAKURA
●都城北ＲＣ…例会時間変更 6/21（火）
お別れ親睦例 18:30～ ロイヤル２F
●都城中央ＲＣ…例会時間変更
6/30（木）夜間例会 18:30～ 中山荘
●野中ガバナー事務所…①熊本・大分地震 義捐金お礼
②ガバナー月信 ６月号
●大重ガバナーエレクト事務所…
①２０１６－１７年度 広報・公共イメージ部門クラブ
委員長会議のご案内
2016 年７月１６日（土）
②2016-17 年度会長へ提出 お願い文書 …
“効果的なロータリー・クラブとなるための活動計画の
指標提出のお願い”

□本日のプログラム

事 業 報 告

クラブ運営管理
鎌田 博文委員長

会員増強
三坂 昭一 委員長

□出席報告
会員数
出免数

4２名
3名

出席数
出席率

31 名
79.48％

奉仕プロジェクト
支援プログラム
高辺 晃也 補佐
外山 俊明 委員長
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前々回修正出席率

6/1

87.18％

□ＳＡＡ報告

前回修正出席率

6/8

87.18％

届出有
届出無

上田 中原 中山 萩原 福本

●ニコニコ箱●
木場 智彦（都城ＲＣ）･･･１年間お世話になりました。
池井次年度Ｇ補佐をよろしくお願いします。
富森 恵一（都城ＲＣ）･･･ＭＵ参加させていただき
ありがとうございました。
吉田
努･･･木場ガバナー補佐お疲れ様でした。
池井次年度ガバナー補佐よろしくお願い致します。
次週、入会式がありますお楽しみに！
木佐貫鐵蔵･･･木場ガバナー補佐１年間ありがとうござ
いました。池井次年度ガバナー補佐
宜しくお願い致します。
草水 正義･･･皆様のおかげで３６年皆勤出来まして
有難うございます。
鎌田 博文･･･吉田会長、前田幹事 一年間お疲れ様
でした。
井福 博文･･･木場ガバナー補佐 一年間ありがとう
ございました。
井福 博文･･･池井次年度ガバナー補佐、当クラブへの
ご訪問ありがとうございます。
●ロータリー財団● 中村 七郎 盛田 祐一
●米山記念奨学会● 船木 修一
●教育振興基金●
小俵 武
中村 七郎
徳重 幸男

ＭＵ有会員
6/11
地区ＩＡ連絡協議会

柳 河野 福永（直）

小坂 外山 中原 高橋 東

ＭＵ無会員（6/1） 中村 河野 柳 福本 福永
要ＭＵ会員 （6/8） 福本 中村 馬渡 柳 福永

皆 勤 賞
36 ヶ年
草水 正義 会員
おめでとう
ございます★

□委員会報告
本年度 木場ガバナー補佐
「１年間ありがとう
ございました。
」

◎今後のプログラム
6/29
会長幹事 退任挨拶

次年度 池井ガバナー補佐

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

「１年間頑張ります。
よろしくお願いします。
」

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

6/15
13,000

計
274,950

2,655
22,000
5,000
17,000

85,067
454,400
291,000
249,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男・東
淑恵

