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芝桜プロジェクトですが、一週間前に確認したと 

ころ 2 分 3分咲きでしたので、4月 23 日(日) 

に企画していたイベントは延期となります。来年 

4 月のイベントに向けて、メンテナンス作業を 

いつ行うのか、改めてお知らせ致します。 

 

 

伊勢原 RC 定款及び細則変更の内容を 4 月 19 日(水) 

に配布。5 月 17 日(水)最終決定致します。 

 

 

ガバナー事務所より 

・青少年交換学生オリエンテーション開催のご案内が配信されております。 

 日時：5 月 6 日(土)12:30～14:00 浴衣着付け教室 14:30～16:00 オリエンテーション  

場所：第一相澤ビル 

・補助金管理セミナー(グローバル補助金向け)開催のご案内が配信されております。 

 日時：5 月 16 日(火)13:30～15:30   場所：第一相澤ビル 6 階「会議室」 

・ロータリー財団１００周年記念シンポジウムビデオ収録ＤＶＤディスク送付のご案内が届いております。 

・東ヶ崎潔記念募金についてのお願いが届いております。 

・春のかながわ献血キャンペーンポスターが届いております。 

今後の予定 

・本日 新会員歓迎会 18:30～ 鳥好 

・4 月 15 日(土) 夜間例会 いせはら芸術花火大会 16:00 伊勢原駅北口 市営駐車場前出発 16:20 点鐘 

 4 月 26 日(水) 夜間例会 いせはら芸術花火大会の振替休会 

・4 月 16 日(日) 地区研修・協議会 10:30 伊勢原駅北口 市営駐車場前 

・4 月 19 日(水) 例会後、国際親善野球大会実行委員会 

・相模原ニューシティーRC 加盟認証伝達式 5 月 14 日(日)会費：5,000 円(会費 1 万円の内 5 千円クラブ負担)  

参加される方はお知らせ下さい。 

 

 

4/15(土) 第2489回 夜間例会：芸術花火大会・桂花楼 

4/19 第2490回 クラブ協議会：地区研修協議会報告 

4/26 振替休会(4/15 いせはら芸術花火大会・桂花楼) 

5/ 3 第2491回 みどりの日 休会 

5/10 第2492回 卓話：濱田勝彌君・吉川昌男君 

村上 一秋君 橋本さんようこそいらっしゃいました。卓話よろしくお願いします。 

井戸川秀治君 
橋本様ようこそいらっしゃいました。卓話よろしくお願いします。東君補助金申請のプレゼン 

お疲れ様でした。 
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司会・進行   

今後の予定 

 

 

 

 

 

橋本 正浩様(みやのまえ接骨院院長) 
会長挨拶 

理事会報告 

井戸川秀治会長エレクト 

点 鐘   

ロタリーソング     

お客様   



出席報告   戸田 裕士 出席委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東井 重和 次米山奨学カウンセラー 

米山奨学生オリエンテーション 

4 月 8 日(土)米山奨学生カウンセラーオリエンテーション出席。 

伊勢原ロータリー奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん 紹介 

生年月日：1989/11/4  性別/国籍：女性/モンゴル 在籍校/課程/専攻：東海大学/修士課程/日本文学専攻  

将来はモンゴルの学校で日本語を教えたい。 

5 月の例会に第 1 回目としてご招待致しますが、水曜日は午後の授業が 13:30 分よりありますので、例会に早

めに出席し早退する様な流れになりますが、その分オリエンテーション、夜間例会等に参加したいと本人が申し

ております。 

内田 智久 親睦活動委員会委員長 

バスツアー 

外谷 正人君 
みやのまえ接骨院橋本先生、ようこそ伊勢原 RC へお越し下さいました。卓話楽しみにしてま

す。それとゴルフを教えて下さい。 

貝原 剛規君 
みやのまえ接骨院院長橋本先生、本日卓話よろしくお願いします。またゴルフご一緒しましょ

う。 

田村 貴寿君 みやのまえ接骨院橋本院長ようこそいらっしゃいました。卓話よろしくお願い致します。 

伊藤 隆幸様 ロータリーコンペでドラゴン賞を頂きました。大変楽しくゴルフ出来ました。(松下君共同経営者) 

山田 昌紀君 

北海道にいる義理の弟が、結婚することになりました。お相手は由緒ある神社の娘さんとのこ

と…。ちなみに弟はマル暴の刑事です。ススキノの客引きは全て顔見知り、一緒に歩いていて

心強い限り!! 見た目はそっち系の風貌です。 

〃 
週末のいせはら芸術花火大会、ボランティアの為会場にはいますが、皆さんと一緒にはいられ

ません！例会出席扱いでお願いします。 

会員誕生祝い 
荒巻 哲朗君➞誕生を祝って頂きありがとうございます。桜が毎年忘れず満開になり祝って頂

いています。春は良いですね!! 

奥様誕生祝い 

貝原 剛規君➞妻の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。乳癌の手術から 7 年経ち、再

発なく元気にしております。日頃の家事、子育てと健康でいてくれることに感

謝しています。愛してるよ♡ 

結婚祝い 

飯田 隆三君➞結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。今から 47 年前大阪万博の年

でした。今でもラブラブな幸せな毎日に感謝です。 

東井 重和君➞結婚 13 年位になりました。仲良くやっております。 

創立祝い 
西部 康男君➞創業記念にお祝い頂きありがとうございます。 

吉川 芳郎君➞お祝いありがとうございます。 

入会祝い 

篠﨑 文一君➞この４月で丸 2 年が経過し、また続投させて頂く事になりました。この伊勢原

に少しでも長く居られる事にとても感謝しています。そんな中でスマンです。

今月は途中で退出致します。 

スマン 

飯田 隆三君➞3 月 30 日 RC 第 2 回コンペで久しぶりに優勝する事が出来ました。ハンディ

キャップのお陰です。ありがとうございました。本日病院定期健診で早退しま

す。スマンです。 

松下  孝君➞明日九州出張の為、本日の新会員の歓迎会欠席します。スマンです。 

市川 正孝君➞春は健康診断シーズンで、本日と来週は 1 時半から中学校の健康診断がありま

すので早退させて頂きます。 

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   
田中  徹君➞次会員増強・会員維持委員会 
井戸川秀治君➞米山奨学オリエンテーション 

東井 重和君➞米山奨学オリエンテーション 
        青少年交換委員会 
東   学君➞地区補助金選考会 
外谷 正人君➞地区補助金選考会 
濵尾ゆかり君➞地区補助金選考会 

57 55 31 56.36 修正なし 

おめでとうございます 

 

 

委員会報告 



日時：5 月 27 日(土)   伊勢原駅北口 市営駐車場前 8:00 出発 

目的：東京観光 迎賓館 10:00→その後東京プリンスでお食事→日の出桟橋通り→浅草自由散策→伊勢原

18:00 予定しております。   詳細はプリントし配布致します。 

東 学 副幹事 

地区研修・協議会 

日時：4 月 16 日(日)開催  参加者には個別で連絡しておりますので、参加者の皆様宜しくお願い致します。 

次年度事業に対する補助金について 

4 月 10 日(月)次年度事業に対する補助金申請プレゼンテーションがありました。 

企画内容：日台交流親善会 

申請枠 ：特別枠 100 万円 

結  果：100 万円の申請を認めてもらえました。 

前年度当クラブの地区に対する寄付金額が一人当たり 60 ドル。地区からは一人 200 ドルのお願いが来ており

ました。この様に当クラブの寄付金額の少ない所を指摘されました。 

本年度は会費の中から、一人当たり 100 ドル財団に寄付致しますと伝えてきました。 

100%に近づく様、財団への寄付を皆様宜しくお願い致します。 

貝原 剛規ゴルフ同好会幹事 

第 3 回村上・田中年度ゴルフコンペ開催のお知らせ 

日程：5 月 15 日(月)  場所：厚木国際カントリークラブ 

出欠を来週までにまとめたいと思いますので、出欠のご連絡お待ちしております。 

 

 

 

愛甲石田駅北口のツタヤの並びに当接骨院はございます。 

本日のテーマは接骨院の経営です、接骨院、整骨院の主な業務は骨折、脱臼、捻挫、肉離れ等の運動

疾患が対象となります。健康保険を利用して受診して頂けます。 

整形外科との違いは、接骨院はレントゲン、お薬、注射等の医療行為はできません。 

接骨院は主にマッサージ、ストレッチの施術を行います。 

接骨院では、ぎっくり腰や四十肩、五十肩、腱鞘炎、テニス肘、日常みられる軽度な関節筋肉の痛みが対象となり

ます。 

接骨院、整骨院業界の現状と致しまして、10 数年でこの業界も急増しております。 

数値としては、2000 年から 2015 年の間で全国の接骨院の数が 24500 院から 47000 院 2 倍へと急増してお

ります。 

当医院の差別化としては、谷山ジムの谷山俊樹さんの施術もさせて頂いております。 

その他、保険を使わない自費のメニューをいくつか用意しております。 

健康保険を使った施術だけでは売り上げ確保が難しい現状です、そこで当医院では保険外メニュー自費のメニュー

を用意し他の医院と差別化を図っております。 

具体的にはダイエットコース、トレーニングコース、ストレッチコース、リラクゼーションコース、ゴルフ飛距離

アップコースをご用意しております。 

本日はゴルフ飛距離アップコースをご説明させて頂きます。 

私は 15 年以上前プロゴルファーを目指しておりまして、ゴルフ場で研修生をしておりました、その時の経験とそ

の後この業界に入り学んだ運動学を基にこのプログラムを作らせて頂きました。ゴルフスイングにおける飛距離と

飛ばす為の筋力、柔軟性の獲得をコンセプトにメニュー、プログラムを作りました。飛距離をだすポイントは簡単

に言うと地面を蹴って体をねじる。このポイントはゴルフに限らず他のスポーツにも共通する普遍の動きです。背

骨、股関節に関連したマッサージ、ストレッチ、稼働訓練、トレーニング、指導を組み合わせたものを、ゴルフ飛

距離アップコースで取り組んでおります。お尻、もも、股関節は、日常生活の中でも一番衰えやすい箇所となりま

す。 

筋力、可動域の低下は年齢による生理的な所もありますが、日々努力する事により機能は維持されます。当医院は

長期的な体作りをしましょう！と言うコンセプトで患者様と向き合っております。日本はこの 24 年間で超高齢国

家になっております、2025 年には高齢化率が 30%、2050 年には 38.8%ほぼ国民の 4 割が高齢者と言う現実

が訪れます。日本人の寿命は世界でもトップクラスです。当院はケガの回復だけに留まらず、体のケアと運動、栄

養健康の 3 本柱を軸に色んな自費のメニューもご用意しておりますので、一人でも多くの方に健康を提供したいと

言う思いで接骨院を経営しております。 

 

 

 

 

 

 

 

卓話       橋本 正浩様       みやのまえ接骨院医院長 
 

 


