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鐘

村上 一秋会長

ロタリーソング

我らの生業
四つのテスト(山口知英会員)

司会・進行

井戸川秀治会長エレクト

会長挨拶
今後の予定
花火大会、地区研修・協議会出席の皆様お疲れ様
でした。
振替休会(4/15 いせはら芸術花火大会・桂花楼)
4/26
最近新しい事業、センサーという商品を手掛け
5/ 3
第 2491 回 みどりの日 休会
てみようかと思い色々調べておりましたところ、
5/10
第 2492 回 卓話：濱田勝彌君・吉川昌男君
自動運転という項目に行きつきました。自動運転
5/17
第 2493 回 卓話：多田政弘君・萩原庸嘉君
とはレベル 4 まであり、今現在量産されている車は
5/24
第 2494 回 卓話：小山博正君・築城忠生君
ほぼレベル 2 の段階だそうです。
5/27
第 2495 回 移動例会：親睦バス旅行
レベル 1：自動衝突の回避
レベル 2：自動追尾
レベル 3：自動合流
レベル 4：ハンドル無しで運転できる
今の段階からレベル 4 まで行くのに 15 年かかるそうです。この間に狙っていければいいなと思っております。
車の業界は目覚ましい発展がございますけれども、そう進んでいなかったな、というのが結論です。

幹事報告
ガバナー事務所より
・青少年交換学生スカイさんの足柄 RC 主催行事予定が届いております。
・米山記念奨学会より ハイライトよねやま 205 が配信されております。
例会変更のお知らせ
・秦野中 RC
５月 ５日（金）
→
祝日休会
５月 19 日（金） →
５月 21 日（日）親睦旅行 場所：東京方面
・秦野名水 RC
５月 ４日（木） →
休会
５月 11 日（木） →
通常例会
５月 18 日（木） →
友好クラブ交流 点鐘：１１時３０分 於：川越東部ホテル
５月 25 日（木） →
夜間例会から通常例会へ変更
伊勢原市商工会より
第 40 回通常総代会ご臨席のお願いが届いております。
日時：５月 19 日(金) 14:00～ 会場：伊勢原シティープラザ１階ふれあいホール
返信：５/２迄
今後の例会予定
4 月 26 日(水) 振替休会(いせはら芸術花火大会)
5 月 3 日(水) みどりの日 休会
5 月 10 日(水) 5/7 伊勢原 RC 創立記念日祝い

スマイル報告
村上

一秋君

貝原 剛規

スマイル副委員長

地区協ご参加の皆様、お疲れ様でした。

井戸川秀治君

16 日に地区協議会に出席頂いた皆さん、ありがとうございました。次年度委員会活動をよろ
しくお願いします。

松下

孝君

本日夏日ですので早々とクールビズです。寒いのは苦手ですが、暑いのも好きではありません。

戸田

裕士君

東

学君

外谷

正人君

高梨

浩樹君

鈴木

康弘君

会員誕生祝い

只今芝桜の点検に行って参りました。「大田」小学校の「大」の字が一部枯れていたので、植
え直しました。ロータリーの芝桜はとってもきれいに咲いています!! 是非見に行って下さい。
4 月 16 日地区研修・協議会に参加頂いた方々、お疲れ様でした。研修で学ばれた事をクラブ
に活かして頂けます様、よろしくお願い致します。
日曜日(16 日)の地区協議会に出席されました皆様、お疲れ様でした。二次会も皆で盛り上が
り楽しい一日でした。協議会で勉強した事をこれから実践して行きたいと思います。
お久しぶりです!! 中々出席出来ず申し訳ございません。
先週は新会員歓迎会を開いて頂きありがとうございました。楽しい時間が過ごせました。今後
共よろしくお願い致します。
東
学君➞全く同じ誕生日の貝原君をはじめ、クラブには同年代の方々が沢山います。先
輩方のお力をかりながら、皆さんと楽しい活動が出来る様頑張って参ります。
よろしくお願いします。
貝原 剛規君➞誕生日をお祝い頂きありがとうございます。49 才になりました。

奥様誕生祝い

大澤

守門君➞お祝いありがとうございます。恐妻家クラブメンバー募集中です!!

結婚祝い

仲西

栄治君➞結婚記念のお祝いありがとうございます。4 月 16 日 39 年になりました。

市川

正孝君➞5 月 10 日は午後 1 時から小学校の健康診断があるので欠席します。
〃
➞本日も 1 時半から中学校の健康診断があるので早退させて頂きます。
篠﨑 文一君➞大変申し訳ございません、途中で退席します。スマンです。

スマン

おめでとうございます

出席報告

戸田 裕士

出席委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

57

53

29

出席率（％） 前々回修正出席(％)
54.71

事前 MUP

なし

修正なし

委員会報告
小泉 隆一郎クラブ研修リーダー 代理 田中 徹幹事
伊勢原ロータリークラブ定款及びクラブ細則変更について
4 月 12 日の理事会報告で申し上げました通り以下の理由により変更いたしたいと存じます。
変更理由：RI 規定審議会による推奨クラブ定款及びクラブ細則変更及び入会金の廃止に伴う寄付金の創設。
円滑なクラブ運営のための会務変更。
「伊勢原ロータリークラブ定款及びクラブ細則変更新旧対比表」をお渡し致します。
5 月 10 日例会において審議致したいと思いますので、ご確認の程よろしくお願い致します。
堂前 慶之 社会奉仕委員会 芝桜プロジェクト統括委員長 代理 田中 徹幹事
4 月 9 日（日）管理団体ごとに看板を設置致しました。
芝桜プロジェクト雑草の手入れ開催のお知らせ
4 月 23 日(日) ９：００より開催 参加者は 9:00 集合お願いします
伊勢原ロータリー以外各団体の方にもご参加頂ける様お知らせしております。
貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事
第 3 回 村上・田中年度ゴルフコンペ開催のお知らせ
日
時：5 月 15 日(月) 8:30 スタート 改めて詳細お知らせいたします。
松下 孝 野球同好会監督
練習試合開催のお知らせ

日
時：5 月 10 日（水）15:00 （14:00 集合）
開催場所：伊勢原野球場（いせはら サンシャイン・スタジアム）
対戦相手：藤沢湘南ロータリークラブ（例会にもメ-クアップで出席頂きます）
懇親会 ：鳥好 （野球の試合後）

クラブ協議会
【4/16 開催 地区協議会 報告】
〈会長部門：井戸川氏〉
地区方針の確認をいたしました。 ①会員増強 ②公共イメージ認知の向上 ③寄付のお願い ④RI 会長賞を目指
す ⑤マイロータリー登録 ⑥柔軟性の正しい理解（各クラブの活性化）などが報告されました。
〈幹事部門：東氏〉
マイロータリー等クラブ情報の登録について、例会・理事会の準備を怠たらないことなどが報告されました。また、
幹事経験者から次年度の幹事が活動に活かせるように「一年間の記録ノートをつける」ことが提案されました。
〈クラブ奉仕部門：東井氏〉
「戦略計画からみたクラブ管理運営」ということで会員増強のお話が中心でした。相模原の新しい支部は「例会 2
回」で「女性会員 9％」が目標だそうです。
〈会員増強部門：田中氏〉
RC 会長も二年続けて「会員増強」を第一に掲げています。次年度の大谷ガバナーも「増強最優先」ということで
地区方針を掲げております。クラブ会員一人ひとりが危機感を持つということが非常に大切で、若い世代、とくに
40 代以下や女性会員を増やそうというのが次年度の目標です。会員増強の考え方として、まず長期計画を立てる
ということ。10 年先を見越したときに、自分たちのクラブがどうなっていたいのか？ということを考えてほしい
とのことでした。また 11 月に「女子部会」が発足します。イベントも開催するそうなので参加のほどをお願いい
たします。
〈社会奉仕・国際奉仕部門：仙波氏〉
ウッドデッキ寄贈の話、ポリオの注射をインドで行った報告、ネパールに小学校を建設したという奉仕事例が報告
がされました。最後にフリートークの時間があり、時間が経過しても残るような支援（学校建設など）をする事が
大切で、現地の市役所などからニーズを聞いて、貢献することも重要だということでした。
〈新会員部門：外谷氏〉
ロータリークラブの歴史について学び、「メイクに行ってください」との講演を聞きました。メイクとはほかのク
ラブに出席すること。直接電話をしてメイクに行くのがいいそうです。ロータリアンは世界中にいるから、どこに
いっても怖くない。観光案内もしてもらえる。ロータリーライフを楽しんでくださいとのことでした。

