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来期の RI テーマ設定目標をより強化し、持続可能な奉

仕 、環境保護、温暖化の抑止が重要なテーマになって

いる様です。当クラブは芝桜事業も始まり RI に沿った

活動になっていると思います。もう一つ RI は今後のロ

ータリーを考え、若い方の入会を求めています。当クラ

ブは 40 代も増え、メンバーの活性化に繋がっていると思います。 

 

 

国際ロータリー日本事務局より 

 手続要覧注文による金額等のお知らせが届いております。  合計額：48,720 円  

ガバナー事務所より 

・月信原稿依頼のお願いが配信されております。 

  字 数   400 字程度    写 真   2-3 枚（様子のわかるような写真） 

締 切   2017 年 2 月 15 日（水）までに必着    送り先   ガバナー事務所   

・ROTEX 行事「小田原散策・かまぼこ作り体験」のご案内が配信されております。 

日  程  2017 年２月 26 日（日）   集  合  9：00  ＠小田原駅 小田急改札前 

開催場所  午前：小田原城（見学） 午後：鈴廣かまぼこの里（昼食～かまぼこ作り体験） 

解  散  16：00 ＠小田原駅      出欠返信     2/11（土）迄 

ガバナー補佐事務所より 

 第 7 グループ第 2 回「新会員の集い」新会員登録のお願いが届いております。 

日 時：平成 29 年２月 28 日（火） 17:30～20:30（受付：17:00～） 

場 所：「グランドホテル神奈中秦野」 ９階 

秦野市大秦町 1-10 ☎ 0463-83-5555 小田急線秦野駅北口より徒歩 1 分    登録料：  6,000 円 

例会変更のお知らせ 

・秦野 RC  ２月  7 日(火) → 夜間移動例会 点鐘 18：30  一の屋本店（秦野駅南口）地区大会反省会 

２月 14 日(火) → 通常例会 

    ２月 21 日(火) → 通常例会  

    ２月 28 日(火) → 通常例会  

・秦野中 RC  ２月 17 日(金) → 夜間例会 （点鐘 19:00）       場所：秦野商工会議所 ４階 

・秦野名水 RC ２月  ２日(木) → 移動例会 15：30 点鐘 於：日立製作所（見学） 

 ２月  ９日(木)  → 休会 

２月 16 日(木) → 家族親睦移動例会 10：30 点鐘  於：靖国神社、帝国ホテル 

 ２月 23 日(木) → 在日留学生交流夜間例会 18：00 点鍾    於：やなぎ家本店. 

訃報のお知らせ 

 秦野中 RC 会員 竹功様のご尊父二良様(100 歳)が 1 月 22 日ご逝去されました。 

2/ 1 第2478回 卓話：元市議会議員中台氏 

2/ 8 第2479回 卓話：仲西奉仕統括委員長 

2/15 第2480回 特別休会 

2/22 第2481回 卓話：萩原鉄也君(芝桜プロジェクト) 

司会・進行   井戸川秀治会長エレクト 

２０１６ 

 

２０１７ 

〜かｋ～ 

          村上 一秋会長  
              

           手に手つないで 

四つのテスト(萩原庸嘉会員) 
 

           
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

 

  第 2477 回 例会       

 

平成 29 年 1 月 25 日(水)晴れ  

 

 
 

 
    

点 鐘   

ロタリーソング     

会長挨拶  

 
 

今後の予定 

 

 

 

 

 

幹事報告 



 

 

 通夜：1 月 25 日(水)18:00～19:00 告別式：1 月 26 日(木)12:00～13:00     場所：玉宝山会館 

伊勢原青年会議所より 賀詞交歓会のお礼状が届いております。 

I・M 公開例会 3 月 11 日(土) 講演：毒蝮三太夫  公共イメージ：各クラブ奉仕活動報告発表 

芝桜プロジェクト 1 月 30 日(月) 太田小学校による植栽  9:30 現地集合 

 

スマイル報告  貝原 剛規 スマイル副委員長 . 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  松下 孝 出席委員長代理 

 

 

 

松下 孝 会場監督 

今年は席をアクティブに変えて行こうと言う趣旨の中から、２ヶ月ごとに席を変えておりましたが、年配の方か

らは席が変わると分かりづらいご意見があり、来月から自由席に致します。今後自由席なりますので、同じテー

ブル内でリーダーを作って頂き、例会後下の喫茶コーナー等で交友を深める意味も含めお話をして頂いたりして

頂ければより一層例会が楽しくなるのではないかと思っております。 

 

飯田 隆三 理事 

例会出席率が本日は半分以下になっております。今後メイクに行ったり、近々で言えば 30 日の芝桜植栽に出席

しメイクの形をとるなど工夫をしていければと思います。 

例会に出席できない方は、お食事のキャンセル手配等ありますので、常にタイムリーに連絡やりとりを行って頂

ける様皆さんで考えたら如何かな？とご提案でございます。  

 

田中 徹 幹事 

職業奉仕委員会からの全日空工場見学の件もございまして、そこについての出席取扱いにつきましては、次回の

理事会において只今の提案と前回の提案を併せまして、議論させて頂き決定させて頂きたいと思います。 

 

  

 

まず職業奉仕委員長として、貝原家の末裔として、貝原益軒が著した養生訓という本を皆様にご紹介いたします。

日本における医者の起源は 16 世紀、「薬師（くすし）」と呼ばれた和漢薬の専門家が医師の起源と言われています。

生薬を用いて診療を行っていたそうです。貝原益軒は 1630 年に生れた江戸時代の本草学者です。最も有名著書が

「養生訓」で、これは 84 歳の時に著した益軒最後の書で 300 年を超える超ロングセラー作品です。 

 養生訓の中で貝原益軒は、養生に欠かせない概念として元気をあげ、元気は日々の生活で自らが作り出し、養う

ものであると述べています。元気を養う上で最も気を付けるべきこととして風、寒さ、暑さ、湿気などの外邪を恐

れること、食欲、性欲などの内欲をこらえることの二つを挙げています。 

 そこから 140 年後の 2012 年、健康食品の通信販売を行うある企業がトレーニングジムの 1 号店を神宮

村上 一秋君 今日から例会は全面禁煙です。皆でお食事を美味しくいただきましょう !! 

田中  徹君 
先日久しぶりに、ゴルフの月例に参加しました。ハンディが 16 になり、A クラスになりまし

たが、前半 46、後半 64 と大たたきしました。昼にビール一杯しか飲まなかったのに… 

井戸川秀治君 貝ちゃん卓話ガンバッテ！ 

松下  孝君 1 月も最後の例会になりました。もう少しの辛抱で暖かくなると思いますので、ご自愛下さい。 

奥様誕生祝い 
村上 一秋君➞妻のバースデイ祝って頂きありがとうございます。妻は週 3 回のジム通いで、

パワーアップ中です。 

創立祝い 

東   学君➞創立を祝って頂きありがとうございます。社員全員でこれからもがんばってま

いります。ちなみにタマ工業のタマは昔飼っていた猫の名前です。19 年間 

一緒でした。 

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  
東 学君➞第 2 回地区補助金説明会 
 56 53 26 49.05 修正なし 

卓話   貝原 剛規  職業奉仕委員長  

おめでとうございます 

 

 

委員会報告 

仙波史生会員 

御結婚 

おめでとうございます！ 



前にオープンさせ、一世を風靡しています。そこで最新の健康管理法で実際に健康を手に入れ、結果にコ

ミットされた松下孝さんに体験談を頂戴いたします。 

 

【松下会員のライザップ体験談】 

 松下です。ライザップを体験してきました。当初体重 85 ㎏でウエスト 100 は越えてました。ライザップは 1

クール（2 ヶ月）16 回分を 1 回 50 分、週 2 ペースで行います。入会金 5 万円、レッスン料 298,000 円、サ

プリ 15 万円で計 50 万くらいかかりました。自分のペースでできたので結構楽でしたが。結果、体重 72 ㎏まで

落ち、肝機能や血圧値も下がり体の調子が良くなりました。今日時点で体重 75 ㎏・体脂肪率 12.5％でそれなり

に維持してます。 

 

【貝原会員の職業卓話】 

◎どのような仕事か 

私の仕事は、犬、猫、ウサギ、小鳥、ハムスター、フェレット、モルモットなど家庭で飼われている小さなペット

が体調を崩した時に、原因を診断し、治療し、予防策を講ずる、いわゆるペットのお医者さんです。全身麻酔をか

けての内視鏡検査や手術をしたりします。動物は言葉が話せないので問診できないところが難しいです。 

◎利益をあげるための仕組み 

犬をシャンプーして料金を頂く、診察をして料金を頂く、採血や注射をうって技術料を頂く、手術をして技術料を

頂くなど、ほとんどが技術料です。使用する薬、サプリメント、フード等の販売益などは微々たるものでそれだけ

では人件費もまかなえません。 

◎利益をあげるための工夫 

利益を上げる秘訣として、動物の治療は注射や内服薬の処方での内科治療が中心ですが、私の力で治した感覚に乏

しいため、私にしかできない外科手術による治療にやりがい、こだわり、達成感を持っています。また手術は器具

と腕があれば原価がかからず、在庫もいらず、利益率が高い治療でもあります。 

 

 


