RI 会長/バリー・ラシン
地区ガバナー/脇 洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC）
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2018-2019 年度 第 2600 回例会
令和元年 6 月 5 日（水）晴れ
会長あいさつ

点鐘

堂前
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君が代・奉仕の理想
四つのテスト 加藤桂会員

司会進行

東井

重和

会長エレクト

今後の予定

2018-2019 年度／堂前 慶之会長
本日は第 2600 回例会です。単純計算すると年間
52 回の例会を重ねてきたことになります。休日な
ど特別休会を除けばほぼ毎週です。私も学生時代
からの親友がいますが、ここのところ、とんとご
無沙汰していて、最後に会ったのは 2 年前になり
ます。この歳になると毎週顔を合わせる友人とい
うのもそうはいません。そのことを考えると、毎
週のように顔を合わせ、親睦を深めるこの集まり
は、親友以上の関係を築いているといえるかもし
れません。さて、5/29 の日帰り親睦旅行は大変お
疲れ様でした。楽しい美味しい大満足の一日でし
た。ルミネ the よしもとでのお笑い鑑賞は、よく
知らない芸人ばかりが出るのかと思いきや、テレ
ビで見る活躍する芸人ばかりで大いに笑わせてく
れました。私の横に座っていた某夫人は全く笑っ
ていませんでしたが…笑ってスッキリしたあと
は、叙々苑での食事。これも美味しく楽しむこと
ができました。親睦委員会の皆さんに感謝申し上
げます。6/3 は本年度最後のゴルフ同好会コンペ
が開催され、添田会員が優勝しました。おめでと
うございます。今年のゴルフ同好会コンペは年初
からの計画通りスムースに運営されていました。
来年度もまたよろしくお願いいたします。さて、
例会も残すところあと 4 回となりました。最終最
後までどうぞよろしくお願いいたします。

・6/12
・6/19
・6/26
・7/3
・7/10

[第 2601 回]
[第 2602 回]
[第 2603 回]
[第 2604 回]
[第 2605 回]

卓話 濱田 PG・吉川会員/新旧ガバナー補佐訪問
クラブ協議会
納会(夜間例会)
クラブ協議会(会長・役員所信表明)
クラブ協議会(委員長所信表明)

・6/19 [第 2602 回] クラブ協議会
幹事報告
・6/26
[第 2603 回] 納会(夜間例会)

★ガバナー事務所より
・6 月のロータリーレートのお知らせが配信されております。
1 ドル＝110 円
2019 年 7 月 1 日より、ロータリーの為替レートは各月初日
の市場実勢相場に基づくこととなります。
・次年度「ロータリーの友」8 月号原稿募集のお知らせが配信さ
れております。
クラブが誇る同好会、課外活動を行っていることがありまし
たらご案内ください。
締切：6/21(金)迄
★会長・幹事会 当番クラブより
現年度・次年度合同 会長・幹事会のお知らせが届いております。
日時：6 月 20 日（木）18:00～
場所：和膳 照國
会費：5,000 円(御一人様)
★例会変更のお知らせ
・秦野 RC
６月４日(火)
→
６月８日(土)震生湖下草刈に変更
６月 25 日(火) 夜間例会 秦野商工会議所 4 階
★伊勢原市交通安全対策協議会より
総会資料が届いております。
・次年度「ロータリーの友」8 月号原稿募集のお知らせが配信さ
れております。
クラブが誇る同好会、課外活動を行っていることがありまし
たらご案内ください。
締切：6/21(金)迄
★会長・幹事会 当番クラブより

スマイル報告

田村

貴寿／スマイル委員長
[結婚記念祝い]

[配偶者誕生祝い]

細野

市川

圭司君

東

勝彌君

秋山

出席計算に用いた数

62

田中

学君

60

哲也／出席・プログラム副委員長
出席者数

31

出席率（％）

51.66

委員会報告
＜外谷正人/幹事＞
・[50 周年慰労会開催]
6 月 13 日(木) 18:30～ 天

徹君

入会記念を祝っていただき
ありがとうございます。
6 年前の 6 月 5 日に入会させ
ていただきました。7 年目に
入りました。これからもよろ
しくお願いします。

入会記念を祝っていただき
ありがとうございます。
6 年目が終わりました。
まだまだです。

創立を祝っていた だ き
ありがとうございます。

会員数

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

[創立記念祝い]

出席報告

正孝君

結婚記念日のお祝い、ありがとう
ございます。33 年になります。
夫婦二人と猫一匹、仲良くしてい
ますが、猫がだんだん図々しくな
っています。

嫁の誕生日祝っていただき
ありがとうございます。
お互いに健康管理に気を付
け頑張って行きま～す。

濱田

堂前慶之君／外谷正人君
東井重和君／築城忠生君
𡈽屋修君／井戸川秀治君
天野耕一郎君／熊谷勝利君
間壁みみ君／田村貴寿君

出欠お願いいたします。

＜東井重和/会長エレクト＞
・[奉仕プロジェクト委員会開催]
6 月 6 日(木) 現・次委員引継ぎを行います。
・[新会員歓迎会開催]
6 月 11 日(火) 19:00～ 鳥好 出欠お願いいたします。

前々回修正出席率（％）

61.66

MAKE UP
＜事前＞
松下 孝君→ハンブルグ国際大会
堂前慶之君→次・会員増強・会員維
持委員会
飯田 歩君→厚木県央 RC
天野耕一郎君→伊勢原中央 RC
＜事後＞
井戸川秀治君→伊勢原中央 RC

卓 話

内田 智久君／職業卓話

ロータリーの四大奉仕
1） クラブ奉仕
2） 職業奉仕
3） 社会奉仕
4） 国際奉仕
子供達のなりたい職業ベスト 10 の変化
1970 年 男子 エンジニア、プロ野球選手、パイロット等
女子 スチュワーデス、デザイナー、看護婦等
↓↓↓
2017 年 男子 IT エンジニア・プログラマー、ゲームクリエイター、Youtuber 等
女子 芸能人、医師、ゲームクリエイター等
第 4 次産業革命→過去 300 年の改革が今後 15 年で起こり、まさにガラリと変わっていき、
人類史上最大の変化
世界のトップ企業の変遷→この 10 年で GAFA の驚異的な急成長
流行るものを流行る前に仕込むこと→時代の変わり目にチャンスあり
知っていることにチャンスは無い
ソサエティ 5.0 とは
狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、人類史上 5 番目の新しい社会
第 4 次産業革命によって、新しい価値やサービスが次々と創出され、人々に豊かさをもたらします。
例）ドローン宅配、AI 家電、遠隔診療、介護ロボット、見守りサービス、
スマート経営、自動走行（山手線の無人運転も検証中です）
ソサエティ 5.0 における政府の見解
「IoT で全ての人とモノが繋がり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、
これらの課題や困難を克服します。また、人工知能（AI）により、必要な情報が必要な時に提供されるように
なり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されま
す。社会の変革（イノベーション）を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互
いに尊重し合える社会、一人一人が快適で活躍できる社会となります。」
とあり、AI、IoT 化と言ったデジタル化の進展による全体最適の結果、社会課題解決や新たな価値想像をもた
らす可能性を指摘しています。
ソサエティ 5.0 によって、今後無くなっていく職業も出て来ます。
事業継承についての問題
M＆A 買収（戦略的）、M＆A 協業（友好的）
友好的 M＆A を活用した事業継承の成功例も多数あります。

