事務所・例会場

相模原市緑区中野 1029
津久井商工会館 2F
TEL 042-780-0201
FAX 042-850-4830
例会日 毎週木曜日
時間 12：30~13：30
会

第 1128 回
司会

高橋幸一SAA

会長挨拶

長

森田正紀

事

杉本信一

平成 29 年 12 月 7 日(木曜日)《16》
会長

森田正紀会長

森田正紀会長

皆さん、こんにちは。藤本さん、後ほど卓話を
よろしくお願い致します。
お手元にお配りした資料はタクシー業界の講
習会の本から抜粋したもので、自動運転の基準、
推移について書いてあります。
自動運転と言っていますが、完全に自動にはな
らないとのことで、車が補助してくれる自動とい
う意味だそうです。運転手がいらずに勝手に動い
てくれるというものではないようです。
自動車事故の 96％はドライバーの違法な運転
やミスによって起こっているというのが現状だ
そうで、自動運転にすることで事故や渋滞を解消
できるということで開発されたようです。
自動運転にはレベル 1 から 4 まであります。現
在の段階はレベル 1 で、これはブレーキとアクセ
ルを踏み間違えた場合、ブレーキがかかるという
アシストシステムや、オールアラウンドという車
を上から見ているような映像、駐車のステアリン
グ操作など特定の運転支援です。レベル 2 は運転
支援が複数行えるということで、来年にはレベル
2 に達するそうです。
レベル 3 になりますと高速道路などですべての
操作が自動化になり、2020 年のオリンピックま
でにレベル 3 にすることが目標とされています。
自動運転のセンサーは人間が感じるより遥かに
優秀だそうですから、安全性が高いものだと思い
ます。最終的には 2025 年までにすべてをレベル
4 の自動運転にするそうです。

【出席報告者

幹

斉唱 君が代 四つのテスト

自動運転というのは運転者がいなくなるので
はなく、アシストという事でハンドルから手を
離したり、座席に座っていれば動くというもの
です。
自動運転は安全基準を世界基準に合わせない
とできないそうで、ドイツやイギリスなどと合
同で立証実験をやっていくとのことです。
情報提供ですが、タカタ製エアバッグのリコ
ール対象車でリコールを受けていない車は、30
年 5 月以降車検が受けられなくなります。車検
を受ける場合はリコールを済ませないと駄目だ
ということです。
もう一点ですが、ナンバープレートにカバー
やステッカーなど付けたり貼ったりすることが
4 月から禁止になりました。33 年の 4 月からナ
ンバープレートの角度も指定されます。
また皆さんもご存じだと思いますが、オリン
ピックの記念ナンバープレートやラグビーワー
ルドカップの記念ナンバープレートも交付され
ます。オリンピックやラグビーワールドカップ
が終わるまでの期間だけですが、その間は軽自
動車が普通車と同じ白いナンバープレートが付
けられます。
面倒なのは営業車の緑ナンバーで、これが記
念ナンバープレートだとオートバイと同じよう
に縁どりだけになってしまい、営業用ナンバー
と白ナンバーの区別がつきにくいことです。
今日は自動運転についてと車に関する情報提
供をさせて頂きました。

山﨑和彦委員長】
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津久井せんべい本舗

金沢ガバナー補佐より
杉本信一幹事
今日は皆様にお礼を言うために来ました。4

月
に行われます第 5 グループの親睦ゴルフコンペ開
催を会長・幹事さんにお願いしたところ、快く引
き受けて頂きまして誠にありがとうございまし
た。
4 月 17 日の開催なんですが、平日のどの曜日に
してもどこかしらのクラブの例会にぶつかるんで
すね。この日火曜日は中クラブと南クラブが例会
日なんですが、南クラブは休会で中クラブは夜間
例会ですので、4 月 17 日の昼間は全クラブ例会が
ありません。ですから参加人数も多くなると思い
ます。
場所は佐藤祐一郎さんの相模湖カントリークラ
ブです。私はゴルフをやりませんが、会場には朝
から行きます。よろしくお願い致します。

卓 話
津久井せんべい本舗 藤本都子様
皆さん、こんにちは。本日は津久井中央ロータ
リークラブの高橋さんにご縁を頂きまして、あり
がとうございます。
商工会で関戸会長に高橋さんを紹介して頂い
た時に、名刺を拝見しましたら 10 代目と書かれ
ていたことから、倫理法人会の講話をお願いしま
した。
事業の 10 代目というのは本当にすごい事だと
思います。私は三和紙業の 3 代目ですが創業 65
年で、設立で 48 年になります。10 月 28 日に 4
代目の就任披露をさせて頂き、私は役目を終わり
ました。
今日は素晴らしい皆様の前でお話をさせて頂
くという今までにない機会をいただき、感謝して
おります。中にはお会いした事がある方もいらっ
しゃいますし、杉本さんは同級生です。
杉本さんはサッカー部でとても人気がありア
イドルのようでした。こうしてまた元気でお会い
できたことも嬉しく思います。
相模原市内で販売されている菓子・パンすべて
を対象に総選挙を行い「相模原推し土産」を決め
るイベントで、12102 通の投票の中、津久井せん
べいの「あまから」という商品が選ばれました。
津久井せんべいとのご縁も、先代の青木さんの
所に三和紙業が包装資材を二十数年納めていま
して、青木さんが 80 歳であることから今後は私
にやってもらいたいというお話がありました。
私が受け継いでから、店舗の裏に「季逢庵」と
いうレストランを作りました。青木さんのご自宅

だった所で、裏側が津久井湖を望む素晴らしい
景色でしたので、自分だけではなくお客様にゆ
っくりしてもらえる場所にしたいと思い、レス
トランにしまして 5 年が経ちました。
津久井せんべいの方も 38 年になり、私が始め
てから 8 年程になります。10 年掛けて作った「ブ
ランデーせんべい」が平成 10 年に内閣総理大臣
賞を受賞しましたし、私は津久井せんべいに自
信を持っていますので、ずっと続けていきたい
と思っております。
今、平成も 30 年を迎えるという節目ですし、
社会においてもスピードがとても早いです。こ
こでアンテナをどう張っていくかというところ
が一番大変だろうと思います。

スマイル委員会

また今から 4 年前にデイサービスを始めまし
た。こじんまりした施設ですので 1 日 10 名が対
象です。食事付きで 2000 円で泊まることもでき
ますので、利用者さんに喜ばれています。
津久井せんべいに来て、初めて津久井の良さが
わかりました。津久井には歴史のある場所や、観
光地、お寺など色々ありますし、また人の良さも
感じます。そういうよい所を活かしていければも
っと発展していくと思うのです。
津久井せんべい、地元のお煎餅としてこれから
ますます頑張っていきます。他にはない味です
し、国内産のものしか使ってないところが素晴ら
しいお煎餅です。今後も皆様のお力を借りなけれ
ばなりませんので、どうかよろしくお願い致しま
す。本日はありがとうございました。

山﨑和彦委員長

『ス マ イ ル 報 告 山﨑和彦委員長』
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茂委員長

第 5 グループのゴルフ大会の担当をして頂き有難うございます。宜しくお願い致します。

藤本様、本日は卓話を頂きましてありがとうございました。金沢様、お忙しい中いつもあ
りがとうございます。もう少しで今年も終わりですね。飲み過ぎ注意で乗り切りましょう。
杉本信一会員
藤本様、本日はありがとうございました。まさか同級生と別の地でお会いできるとは思っ
ておりませんでした。今後もよろしくお願いします。金沢 AG いつもお気をつかって頂き
ありがとうございます。
高橋幸一会員
藤本さん、無理なお願いを聞いて頂きましてありがとうございました。金沢ガバナー補佐、
本日もようこそお越し下さいました。昨日無事に結婚 20 周年を迎えられたのでスマイル
いたします。
小川洋一会員
藤本様、金沢様、ようこそいらっしゃいました。寒い日が続きます。皆様カゼをひかない
よう気をつけて下さい。
水野 茂会員
今日は大安なのでスマイルします。
吉野賢治会員
金沢ガバナー補佐、藤本様、ようこそお越し頂きました。小山さんおまんじゅうありがと
う！年末飲む機会が多くなります。体調をくずさない様飲みます。皆さんも気を付けて下
さい。
小山里枝会員
藤本様、サラッとお名刺 4 枚！素敵です。お話はもっと素敵！！やっとお会いできました
という感じです。これからもよろしくお願い致します。金沢ガバナー補佐、きょうも元気
にありがとうございます。SAA 高橋さん、全く違和感なかったです。やっとロータリー
ソング歌えました～♪
前沢弘之会員
先週は横浜で忘年会をし、終電に乗れず、西口からタクシーで帰ってきました。
今日は橋本なので、まあ、いいか。藤本さん先日の「ふらっとまるっと」ではコンテスト
ご応募ありがとうございました。私、あの味、好きです。
田畑和久会員
杉本さんの同級生の卓話ありがとうございました。もう少し昔の悪行をばらしてほしかっ
たですが…。色々手広くご活躍のようですので、ついでにロータリーもいかがでしょう。
佐藤祐一郎会員 金沢 AG、藤本さん。ようこそいらっしゃいました。本日は宜しくお願い申し上げます。
井上 旭会員
藤本さん、金沢ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。前 2 回お休みし、新たな気
持ちで例会に出席しています。師走に入り日毎に寒くなっています。会社でも何人か風邪
の人がいます。皆さんも風邪など引かぬようご注意下さい。
八木 勉会員
金沢ガバナー補佐、藤本様、ようこそお越し下さいました。小山さん、おまんじゅうあり
がとうございました。藤本さん、すばらしいお話をありがとうございました。
山﨑和彦会員
昨日ゴルフコンペで優勝しました。ちなみにハンデが 22 も付きました。今年は相模湖の
「わかさぎ」釣れているようで、平日ですが舟がけっこう出ています。冬を感じます。
本日も全員のスマイルありがとうございました！

