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本日の出席率８０.８５％：会員数４７名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員９名・ビジター０名
前々回の修正出席率７５％：出席２７名・メークアップ１名・出席規定免除会員６名

■伊万里ロータリークラブ

皆様 こんにちは。 台風の被害
は大丈夫でしたか？月曜日の中央
会はコースに枯葉と枝が散乱して
いて風の強さを実感しました。 何
はともあれ大きな影響がなかった
事に安堵しています。
中央会優勝、 牛島さんおめでと
うございます。 そして、 取り切り戦
優勝の指山さん、 おめでとうございます。 幻の優勝にならなくて
本当に良かったです。
九月は基本的教育と識字率向上月間です。 世界には貧困や
紛争、 学校が近くにないといった様々な理由から学校に行けな
い子ども達 （６～１４歳） が１億２千万人、 教育の機会が得られ
ず大人になっても文字の読み書きが出来ない人が７億５千万人
いるそうです。 貧困の原因となるそうした状況を改善する為に
ロータリーでは、 学校を作り図書を贈りさらには教師を育てるな
ど世界各地で活動をしています。 私たちは生まれて普通に教
育の機会を与えられている事が当たり前の事の様に思っていま
したが、 どれだけ恵まれているかを自覚し社会に感謝しなけれ
ばなりません。 そして最近は親の収入と子どもの教育格差が比
例するといわれています。 国の将来を担う子ども達に教育の機
会を与えそれがやがて国の繁栄と平和につながると思います。
我々中央ロータリークラブも地域の中で子ども達を見守り育てる
活動を行っていきたいと思います。

１．例 会 変 更 ・休 会
＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
変更 １０月２９日 （火） １８ ： ３０～変更

夜例会のため

休会 １０月２２日 （火） 定款第８条第１節により

2．来

信
■ガバナー事務所

・ 九州北部豪雨災害支援について

・ 例会日変更のお知らせ
１０月より例会日を水曜日から月曜日へ変更

中央会
９月２３日 （月） 第２回 （１４１回） 中央会
優勝 ： 牛島 義亮君
取きり戦優勝 ： 指山 康二君

南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
本日も、 例会にご出席を頂き、 ありがとうございます。 本日の
例会は、 会員 倉科 聡一郎君に卓話をお願いしています。
よろしくお願いいたします。 また、 今月は、 基本的教育と識
字率向上月間となっています。 本日もどうぞよろしくお願いい
たします。
指山 康二君
１９日から建築士会全国大会北海道 in 函館に県副会長 兼ま
ちづりく委員長として３泊４日行って来ました。 会議 ・ 見学会
と大変なスケジュールでしたが、 楽しかったです。 東京へ帰
る日、台風で飛行機が欠航。 もう一泊して、早朝に羽田満席、
帰れない。 が奇跡的に８時１５分キャンセルゲット！また奇跡
が！キャンセルしていた中央会ゴルフに５分前に着いた！又
奇跡が起こった！睡眠時間３時間で疲れ果ててるのに、 中央
会取り切り戦優勝！崎元前会長ありがとう。
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岡田 文俊君
来る１４日、 日本のリーダーの内の 1 人、 藻谷浩介先生の講
演を中央公民館で開きます。 主催は竹本会長のまち元気協
議会です。 指山さんの力作、 島地クルサも紹介します。
牛島 義亮君
やっと、 中央会で優勝させてい頂きました。 本来ならば大枚
のニコニコでしょうが、 ニヤピン、 ベスグロ、 優勝の賞品の３
倍を二次会、 三次会で惨敗しましたので、 今回気持ちだけ
ニコニコさせて頂きます。
井上 亮君
私事ですが、 ９月３０日をもちまして、 力武金物店を廃業す
る事になりました。 ロータリーの仲間には大変お世話になり、
ありがとうございました。 これからは、 年金生活になりますの
でお金のかかる事には誘わないでください。
田代 博之君
久しぶりに参加しました。 準優勝、 ありがとうございます。
野村 和義君
久しぶりに SAA５名全員出席。 ついでに指山さん、 中央会
年度優勝誠におめでとうございます。 おまけに、 久しぶりに８
万馬券ゲットしましたので、 ニコニコいたします。
八重野 一洋君
９月１３～１５日の日程で、 牛島さん、 岩政さん、 有吉君と私
の４人で宮古島へダイビングに行きました。 １４日、 順調に港
を出港し、伊良部島の洞穴ポイントに。 着いた途端波が高く、
ボートが大揺れ一発で船酔いし、 １本しかダイビングできず、
午後の２本はリタイアしました。 来年のパラオに向けてリベン
ジします。
片桐 康利君
結婚記念日のお花を頂き、 ありがとうございます。 今年は記
念日に嫁と喧嘩していたので仲直りの良い機会となりました。
馬渡 圭一君
倉科先生、 卓話頑張って下さい。
親睦の委員長からです。 ニコニコの売り上げが減少しており
ます。 SAA の皆様をはじめ、 会員の皆様、 ご協力をお願い
します。

本日の合計

16,000 円

本年度の累計

363,000 円

■会員卓話■
倉科 聡一郎 君

～ブロックチェーンと不動産手続～
ブロックチェーンの本質は、 技術ではなく思想 ・ 考え方である
という「WHY BLOCKCHAIN ～なぜ、ブロックチェーンなのか？
～」 というビジネス書を参考に話をさせていただきます。
通信環境の１Ｇ（ワンジェネレーション） の携帯電話から５G （ファ
イブジェネレーション） のポストスマホの時代に移り変わっていく
中で、 「常時オンライン化した個人の時代」 が現代であり、 クラ
ウド ・ AI ・ IOT など新技術の一つとして、 ブロックチェーンがあり
ます。
具体的には、 ４つの技術からなりたっています。
１ 暗号化技術
２ コンセンサスアルゴリズム
３ Ｐ２Ｐ
４ ＤＬＴ（分散型台帳技術）
もっとも身近なブロックチェーン技術の使用例として、 ビットコイ
ンの仕組み ・ 展望などを紹介し、 不動産手続きの中でどのよう
に使われていくのか、 その利点など。
不動産手続きへの導入障壁として、 法律 ・ 既得権益 ・ 一般へ
の理解が必要です。
実験実用事例として、 調剤薬局での実験からロータリークラブ
内でも使ってみたらおもしろそう。
GAFA （グーグル ・ アマゾン ・ フェイスブック ・ アップル） に代
表される世界を牛耳る一極集中型の大企業に対抗できる未来の
ある技術 ・ 思想です。

ＳＡＡ： 岡田 文俊君
次回例会／１０月３日１２ ： ３０～

