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村上・田中年度は今月で第一四半期完了の日を 

迎えます。そこでこれまでの活動のご報告を 

簡単ですがさせて頂きます。 

今年度重要な視点 

社会事業の充実・会員増強・例会出席率の向上 

奉 仕 活 動：ふれあい授業・渋田川芝桜事業に加え 

第三の新規事業も今期中にスタート予定。 

国際交流として台湾交流記念野球大会、 

ロータリーデイにスカイさんそして 

サウレさんにも参加して頂きました。 

増 強：前期末退会者がいたので、修正が必要。今年度最低 60 名以上目標。 

例会出席率：前年度約 59％。今年度 7 月、8 月では若干 8％程上向いています。是非出席されていない方へ声掛

けして頂き、一人でも多く出席して頂けるようお願い致します。 

 

 

 ガバナー事務所より  

 10 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＝102 円 

 R財団月間(11月)卓話及び財団補助金申請に関する説明についてのお知らせが配信されております。 

財団地区補助金受付期間 2016 年 11 月 1 日～2017 年 3 月 31 日 

当クラブ：卓話依頼について 10/12 サウレさん卓話の為卓話依頼無し。 

      補助金について  次年度台湾交流野球大会に関して補助金申請 

卓話回答 締切 10/5 

 第 50 回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会(上野杯)のご案内が配信されております。 

日 時：11 月 8 日(火) 9:30 集合 16:00 パーティー 18:00 解散予定 

場 所：湘南ローンテニスクラブ    パーティー会場 MOKICHI 

参加料：ロータリアン 7,000 円  家族・ゲスト 5,000 円 

              (どちらか片方のみ参加 ロータリアン 4,000 円  家族・ゲスト 3,000 円) 

締 切：10/29 

 平塚ロータリークラブより 

創立 60 周年記念 End Polio Now チャリティーゴルフ大会開催のご案内が届いております。 

日時：11 月 14 日(月) 8:00 スタート   場所：レイクウッドゴルフクラブ   概算：17,400 円                     

参加費：5,000(―賞品代・パーティー代)   締 切：10/13 

 道灌まつり 3RC 合同キャンペーン 

日時： 10月 2 日(日)  理事・役員 9:00  会員 9:30 集合 

場所： 居酒屋「わん」前 

10:00 開会式 10:30 街頭キャンペーン 12:00 こみや 合同例会 13:00 閉会 

  当日 T シャツお渡し致します。 

10/ 2 第2461回 
道灌まつり・ロータリーデイ 

3RC 合同例会 

10/ 5 第2461回 道灌まつり振替休会 

10/12 第2462回 卓話：ジョルダヤコヴァ・サウレ 

10/15.16 第2463回 地区大会 

10/19 第2463回 地区大会振替休会 

10/26 第2464回 卓話：堂前慶之君 

会長報告 

幹事報告 

今後の予定 

 

 

 

 

 

         村上 一秋会長  
              

          手に手つないで 

四つのテスト(篠﨑文一会員) 
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平成 28年 9月 28日(水)晴れ  
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 地区大会 10 月 15 日(土)・16 日(日) 

16 日(日) 午前中から参加の方 伊勢原北口市営駐車場前にてバス待機 8:30 集合 

    本会議からの方     伊勢原北口市営駐車場前にてバス待機 11:00 集合(車中にてお弁当配付) 

 

 

スマイル報告 山田 昌紀 スマイル委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 戸田 裕士 出席委員長 

 

 
濵尾 ゆかり クラブ会報委員長 

2016－2017 年度地区大会 お手伝いについて 

対象メンバー：東井さん、筑城さん、内田さん、仙波さん、細野さん、土屋さん 

日    時：10 月 16 日（日）8:00  

集 合 場 所：伊勢原駅北口市営駐車場前 

伊勢原 RC は、大懇親会、会場係としてお手伝いとなります。 

 

村上 一秋君 加藤さん卓話楽しみにしています。気楽にお話しください。 

井戸川秀治君 加藤さん卓話頑張って下さい。 

松下  孝君 加藤さん卓話よろしくお願いします。楽しみにしています。 

内田 智久君 
西部さんご結婚おめでとうございます。12/21 のクリスマス会には、西部さん奥様同伴お願

いします。他の方も奥さんがおられる方は是非同伴お願いします。 

東   学君 加藤さん卓話よろしくお願いします。皆さんに脱臭の知らなきゃよかった話をして下さい。 

外谷 正人君 

26 日(月)に行いました 2780 地区大会記念ゴルフコンペに出席致しましたが、ドラゴンボー

ルで松下さんの 270 ヤードのドラゴンを越そうとマン振りをしたところ、自分のガラスの腰

が壊れました。この件で同組の皆様にご迷惑をお掛けしましたので、スマイルで勘弁してもら

います。 

濵尾ゆかり君 加藤さん初卓話頑張ってね！ 

田村 貴寿君 
加藤さん卓話頑張って下さい。地区親睦ゴルフ参加させて頂きありがとうございました。 

外谷さん腰お大事にして下さい。 

山田 昌紀君 
先週は遅い夏休みをとって、家族旅行「日光那須」へ行って来ました。東照宮の鳴龍で純粋な

人にしか聞こえない「鈴の音」5 歳の娘には聞こえたそうです。私は聞こえませんでした。 

奥様誕生祝い 

萩原 鉄也君→家内のお誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

篠﨑 文一君→家内の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。昨日は二人で仲良くケーキ

を食べました。 

結婚祝い 西部 康男君→結婚祝いありがとうございます。 

創立祝い 仲西 栄治君→創立祝い有難うございます。 

スマン 高梨 浩樹君→久しぶりですみません。 

会員数 出席計算に用いた数 出席者数 出席率（％） 前々回修正出席(％) 事前 MUP 
小泉隆一郎君→地区職業奉仕委員会 
東  学君→クラブ管理運営委員会 
濵尾ゆかり君→地区実行委員会 56 52 32 61.53 修正なし 

おめでとうございます 

委員会報告 



 

東  学 地区クラブ管理運営委員会委員 

メンバーの少ないクラブより卓話者不足に付、外部よりの卓話者の紹介をお願いされました。ロータリアンの中

からも卓話者としての参加お願いしております。 

新会員の集い 

日時：9 月 28 日 18:00 より  場所：こみや料亭 

対象者：第 7 グループメンバー・2013 年 7 月以降入会者  

参加者：対象メンバー9 名・その他 7 名が出席予定 

松下 孝 野球同好会監督 

第 21 回神奈川県ロータリークラブ親睦野球大会 

日  時：10 月 27 日（木） 場所：玉川球場 

練習日予定：10 月 12 日（水） 場所：鈴川公園球場    詳細につきましては確定次第ご連絡致します。  

山口 知英 1999 年青少年交換学生ホストファミリー 

先週土曜日、17 年前の交換留学生ジョアンナ・ご主人アンディ・娘 8 歳のイザベラ・6 歳のエミリーとやって ま

した。長女イザベラが喘息の発作を起こすトラブルもありましたが、ジョアンナ家族と天候の悪い中、観光を楽

しみました。我が家に 3 泊 4 日の予定が急なアクシデントで 6 泊 7 日の宿泊となりました。9 月 27 日オースト

ラリアに帰国しました。 

内田 智久 親睦委員長 

クリスマス会 

日時：12 月 21 日（水）        場所：厚木レンブラントホテル 

来週例会中に出欠表、廻しますので皆さん宜しくお願い致します。 

 

 

卓 話    加藤 桂 君    職業卓話 

 

9月7日に入会いたしました加藤 桂でございます。 

高知県出身で息子が一人おります。名前の「桂（かつら）」は竜馬像が建つ「桂浜」が由来と          

なっています。現在はパートで入社した株式会社レナテックで代表取締役をしております。   

 

株式会社レナテックは2006年伊勢原で創業いたしました。ベンチャー起業は、10年後10社中9社が無くなって

いると言われ、またその中で大化けするのは0.3％とも言われています。私たちは運良く10分の1に残れたので、

次は0.3％を目指して頑張っています。 

 

さてレナテックが行っている事業内容ですが、 

【1】 半導体事業／スマートホン画面の液晶を作る製造工程で使われる帯電防止剤といわれる薬液の販売 

【2】 光触媒脱臭装置事業／ニオイを燃焼させ無臭化／2009年には武田薬品湘南研究所様から世界最大級の

光触媒装置を受注。1時間で東京ドーム2杯分の空気を無臭化させる能力の装置を納入  

【3】 フランチャイズ事業／光触媒装置を家庭用に小型化して販売。将来的に全国展開へ。自分の経験もふまえ

て子どもたちの貧困をなくすため、母子家庭を中心にフランチャイズ展開を検討中 

【4】 ヘルスケア事業／血液中の金属を分析する「メタルバランス」で癌のスクリーニングを実施 

以上のような事業を展開しております。 

 

次に利益を上げる仕組みについてお話しをします。それは独自の技術を磨き、オリジナルの商品でブランド力を

上げることではないでしょうか。商品を作り上げる開発研究の場を持ち、工場を持たず（ファブレス）、独自の

販売網を構築することが大切だと思います。 

また会社の活力も重要です。社員のヤル気を上げるために社員全員が如何に楽しく仕事ができ、幸せに感じるか

を考え、会社の思想とシステムをつくることが大事です。活気のある会社にはアイディアが生まれ頑張りが生ま

れ、外から人・情報・技術が持ち込まれます。それが新しい事業の種に成り未来へ繋がります。 

 

最後になりますが伊勢原 RC に入会できたこと、みなさまとご縁が出来たこと、大変うれしく思っております。こ

れからもどうぞよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 


