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Isehara Rotary Club
International Rotary District 2780th/Group#7

2020-2021 年度

第 2698 回例会
令和 3 年 4 月 21 日 (水) 晴れ

RI 会長／ホルガー・クナーク
地区ガバナー／久保田 英男（鎌倉 RC）
会長／築城 忠生
幹事／天野 耕一郎
会報委員長／田村 貴寿

会長挨拶

ハイブリッド例会
点鐘

築城 忠生 会長

ロータリーソング

我らの生業
四つのテスト 細野圭司会員

司会

田中 徹 会長エレクト

今後の予定
2020-2021 年度／築城 忠生会長
皆さんこんにちは。先月までは登壇者５名程度にお集まり
頂くハイブリッド例会でしたが、今回から希望者にはお越
し頂き、オンラインでも参加でき、年長者の方々は照國さ
んの別室で参加という本格的なハイブリッド例会となり
ます。
順延になっていた IM が 5/9 に開催されます。ハイブリッ
ドで行われ、メイン会場と皆さんの会社や各会場とオンラ
インで結び、参加頂けることになっています。各クラブの
会長がパネラーとなってパネルディスカッションをやり、
これからのロータリーの在り方やロータリークラブとし
ての環境問題への取組み等が話し合われる予定です。皆様
のご参加をお願いします。
もう一つお願いです。今年度米山、財団、会員増強の３つ
の目標がまだまだ道半ばです。財団は 2 月末時点で 62％、
米山は 68％の達成率です。是非皆様のご支援をお願いし
ます。来年は田中年度で財団の補助金の申請をしていると
ころです。田中年度に向けて皆さんで頑張って行きたいと
思います。財団については、本日２時から、予てからお伝
えしている伊勢原市の小中学校への消毒液の配布の贈呈
式が行われます。プロジェクト名は「伊勢原市内小中学校
新型コロナウイルス感染予防のための合同奉仕プロジェ
クト」となっております。市内 14 校にディスペンサーと
消毒液を配布させて頂きます。財団からの追加補助金も出
ましたので、この補助金を活用して市内の小中学校の感染
防止に役立てたいと思います。

表彰式
[財団寄付]
・礒﨑貴史君／ポール・ハリス・フェロー
・堀口雅巳君／ポール・ハリス・フェロー

・4/28 [第 2699 回]
・5/5
[第 2700 回]
・5/9(日) [第 2700 回]
・5/12 [第 2701 回]
・5/19 [第 2702 回]
・5/26 [第 2703 回]

休会
休会
I・M
クラブ協議会/ハイブリッド例会
休会
卓話:米山奨学生 陸易さん/ハイブリッド例会

幹事報告
★ガバナー事務所より
・決議案 提出クラブ 投票についてのお知らせが配信されております。
反対表明の場合：4/23 迄(ガバナー事務へメール)
★I・M ホストクラブ(伊勢原平成ロータリークラブ)より
・2020-21 年度 第 7 グループ I・M 参加のご案内が届いております。
開催日時 2021 年 5 月 9 日（日）14 時～15 時 30 分
メイン会場 （伊勢原シティープラザ 1 階ふれあいホール）
一 般会員はオンライン（ＺＯＯＭ）で参加（URL は後日ご案内）
参加人数報告：4/19 迄(伊勢原平成 RC)
★例会変更のお知らせ
・秦野 RC
4 月 20 日（火） 通常例会 秦野商工会議所４階 点鐘 12:30～
4 月 27 日（火） 休 会
5 月 4 日（火) 休日休会
5 月 9 日（日) 第７グループ IM 14:00～（15:30 終了予定）
5 月 11 日（火) 通常例会・理事会 秦野商工会議所４階 点鐘 12:30～
5 月 18 日（火) 5 月９日（日）第７グループ IM に振替
5 月 25 日（火） 通常例会 秦野商工会議所４階 点鐘 12:30～
6 月 1 日（火) 震生湖下草刈 → 通常例会・理事会
秦野商工会議所４階 点鐘 12:30～
★伊勢原市社会福祉協議会より
・会長就任のお知らせが届いております。
会長 吉野富夫様

スマイル報告

礒﨑貴史／スマイル委員長

築城忠生君、天野耕一郎君、田中徹君、田村貴寿君、松下孝君、
飯田隆三君、外谷正人君、加藤桂君、礒﨑貴史君

出席報告
会員数

52

堀口雅巳／出席副委員長

出席計算に用いた数

52

出席者数

37
MAKE UP

小山博正君→米山奨学生オリエンテーション

出席率(％)

71.15

前々回修正出席率(％)

なし

ゴルフ同好会表彰式
[第 4 回 ゴルフコンペ 3 月 25 日(木)レイクウッドゴルフクラブ]
優勝：熊谷勝利君／準優勝：田村貴寿君／3 位：堀口雅巳君
5 位：秋山哲也君／7 位：外谷正人君／10 位：礒﨑貴史君
15 位：天野耕一郎君／22 位ブービー：細野圭司君／23 位ブービーメーカー：𡈽屋修君
ドラコン 2 番：松下孝君／14 番：品田雄一さん
ニアピン 11 番：秋山哲也君／17 番：礒﨑貴史君／7 番：堂前慶之君 4 番：加藤宗兵衛君
ベスグロ 服部幸詞君

委員会報告
田中徹/会長エレクト
[地区研修・協議会 受講の件]
ラーニングセンターからの受講と、24 日に配信される専用サイトからの受講の両方を受けて終了となります。
4/24~5/8 までに受講終了をお願いいたします。
小山博正/米山奨学カウンセラー
[米山奨学生]
4/10 オリエンテーションに出席して参りました。
5/26(水)の例会には陸易さんが出席いたしますので、あたたかくお迎えください。

卓話
大垣真一君
今日は、選挙の投票率についてお話をさせて頂きます。全国的な投票率の低下は伊勢原市も例外ではありません。若者の政治
離れが投票率の低下を招き、高齢化に伴い有権者に占める高齢者の割合も増加し、高齢者の政治的影響力が高まるシルバーデ
モクラシーなど、選挙が近づくと取り沙汰されています。民主主義は多数決だと言われる方もいらっしゃいますが、私は少数
意見の中からも真実を見つけていかなくてはいけないのが民主主義なんだろうと思っています。しかしながら民主主義の担い
手としての在り方という観点からは、一人一人が主権者となって国や地域と関わること、社会の意思決定に当事者意識と責任
を持つことが重要であるし、現在の投票率低下はその根幹を揺るがす問題であると感じております。
現在、市議会議員をさせて頂いておりますが、2013 年度に吉本興業のお笑い芸人とコラボしてプロジェクトを伊勢原で開催
した経験があります。内容としては、お笑い芸人のお笑いライブによる PR でした。結果的には投票率は変わらず、単発的な
ことをやっても効果がないことを感じました。議員になってからも投票率の向上に向けて、年代別の投票率を集計し、データ
に基づく対策を練って行かなければならないということを訴えて参りました。前回の衆議院選から投票管理の集計管理がシス
テム化されており、容易に投票率の分析データを出せるようになりましたが、行政はなかなか動いてきませんでした。投票率
を重視してないのかと思います。昨年の市長選の年代別投票データがやっと 12 月に HP に掲載されました。投票率は 36.5％。
10 代 31.32％、20 代 19.28％、30 代 25.89％、40 代 31.55％、50 代 37.47％、60 代 46.27％、70 代 53.79％、80 代
以上 40％となっています。今回が 1 回目の集計データなので、今後どのような政策が考えられるか等、研究をして行きます
が、行政としては明るい選挙推進委員会に投げて、典型的な啓発運動が出来ていないのが現状です。皆様方からも、ご意見が
あれば伺いたいと思っておりますし、また RC でも啓発運動など行って頂ければ嬉しいです。
もう一点が期日前投票です。期日前投票所を増やすことによって投票率が上がると言われていて、全国的にも期日前投票所を
増やす傾向にありますが、現在伊勢原市では、市役所とイトーヨーカ堂にあります。成瀬地区は投票所に行く勝手が悪くなか
なか期日前投票率が伸びていないのが現状でここに投票所を設ける要望を出しております。1 箇所増設すると 600 万円～800
万円かかるので、効果も含め検証して行きたいと思います。引き続き皆さんからのご意見ご要望を頂ければと思います。

山田昌紀君
市会議員になってから 10 年経ちました。そのご報告とこれからについてお話します。
私の政治信条は、市民の声や希望に光を当てることが政治だと言うことです。その思いで 10 年間やってきました。で
は、市会議員は何をしているのか？と言う声を沢山聞きます。市議会の活動と言えば、市役所がきちんと仕事をしている
か、議員からの提案を受けてやっているかを見ることです。市議会は国会で言えば立法府ですので、法律を作ることもで
きます。ですが、伊勢原市議会は動いていないと思います。これではダメだと思っている議員は、以前は結構いました。
すごくやる気のある議会だったのですが、今はなかなかそこまで行きません。私は伊勢原市議会を俯瞰で見て、これでい
いのかと疑問を持ちました。私は、この１０年間様々な提案をしてきました。一つは総合運動公園の遊具のリニューアル
です。それに公園の建設。伊勢原駅北口の開発。道の駅の建設。伊勢原の産物を道の駅で扱ったり、色々なものを扱う場
所を作ります。このような提案をしていかなければいけないと思います。選挙で私に投票して下さった方々は、私に、も
っとどんどん発信して提案してくれと思っていると思います。それが私の役目だと思っています。10 年 20 年 30 年先
を見て行動して行きたいと思っています。後 2 年の任期の間、頑張ります 。

