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19 世紀フランスの哲学者ポール・ジャネが発案 

したジャネーの法則によると、生涯のある時期に 

おける時間の心理的長さは、年齢の逆数に比例する 

(年齢に反比例する)。例えば、50 歳の人間にとって 

１年の長さは人生の 50 分の 1 ほどであるが、5 歳 

の人間にとっては 5 分の 1 に相当する。よって 50 

歳の人間にとっての 10 年間は、5 歳の人間の１日 

が 50 歳の人間の 10 日に当たるそうです。 

年々感覚が強まっています。一日一日頑張って行こうと思います。 

 

 

退会届受理    チャーターメンバー 吉川芳郎会員  

 

伊勢原 RC 定款細則変更採決 

 本日出席会員 3 分の２の賛成により可決致しました。 

 

 

ガバナー事務所より 

・6 月のレートのお知らせが配信されております。1 ドル＝110 円 

・米山奨学会主催「クリーンキャンペーン」のお知らせが配信されております。 

 日時：7 月 16 日(日)11:00 場所：小田急線片瀬江ノ島駅集合 片瀬海岸東浜清掃 

           13:00～16:00 海の家「笹岡亭」にてバーベキュー   会費：3,000 円 

・2016 規定審議会案に対するアンケート結果が配信されております。 

・ロータリー親睦活動月間リソースのご案内が配信されております。 

例会変更のお知らせ 

秦野 RC 

６月 13 日(火) → ６月 10 日(土)震生湖下草刈に振替 

 ６月 27 日(火) → (夜間例会の予定でしたが) 通常例会 

相模原南 RC より 

国際ロータリー第 2780 地区「2017～2018 年地区大会親睦ゴルフコンペのご案内」が配信されております。 

日時：9 月 8 日(金) スタート 7:30～ 

場所：相模原ゴルフクラブ 

料金：コンペ参加費 5,000 円 プレー費 17,000 円 

締切：7/31(月) 

ボーイスカウト伊勢原より いやさか 117 号が届いております。  

6/14 第2497回 卓話：添田博充君 

6/ 21 第2498回 クラブ協議会 

6/ 28 第2499回 夜間例会：納会(桂花楼) 

7/ 5 第2500回 クラブ協議会 

 

  第 2496 回 例会       

 

平成 29 年 6 月 7 日(水)曇り  

 

 
 

 
    

幹事報告 
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会長挨拶 

今後の予定 

 

 

 

 

 

          村上 一秋会長  
              

            君が代・奉仕の理想 

四つのテスト(東井重和会員) 

 

           
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

点 鐘   

井戸川秀治会長エレクト 

ロタリーソング     

司会・進行   

青少年交換留学生   スカイ・アン・ランツさん 
           

理事会報告 



伊勢原市商工会より 第 42 回大納涼まつり開催に関するお願いが届いております。 

7 月 29 日(土)・7 月 30 日(日) 伊勢原大神宮にて開催 本年もご協力お願い致します。 

伊勢原観光道灌まつり実行委員会より 

第 50 回記念伊勢原観光道灌まつり第 1 回実行委員会の資料が届いております。 

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会より 

平成 29 年度伊勢原市社会福祉協議会会員加入のお願いが届いております。 

賛助会費 1 口 1,000 円   特別賛助会費 1 口 5,000 円 

広報いせはら第 1131 号 暮らしを守る MAED IN ISEHARA 

荒牧哲朗君・遠藤郷平君 企業紹介 

日台交流野球大会実行委員会開催 

本日例会後行いますので、委員会の皆様お集まり下さい。 

新会員推薦状 

 本日理事会にて承認頂きましたので、推薦状回覧致します。 

天野耕一郎様 1960 年 10 月 14 日生まれ 株式会社ラムダプレジション 推薦者：遠藤君・多田君 

熊谷 勝利様 1965 年 12 月 21 日生まれ 有限会社 K-SYSTEM         

大滝 義人様 1967 年 6 月 7 日生まれ オーテック株式会社 

 

 

 

村上 一秋君 鈴木さん、第 4 回村上・田中年度ゴルフコンペ優勝おめでとうございます。 

堂前 慶之君 

ゴルフコンペ久しぶりに上位入賞しました。素晴らしいコースで天気も最高、スコアも上々で

楽しい一日でした。ハンデにめげず頑張っていれば、いいことあるな、と思いました。優勝し

た鈴木さんは要チェック！ 

飯田 隆三君 
伊勢原の技術者の紹介でありました、荒巻さん、遠藤さん、おめでとうございます。これから

もご活躍祈っております。 

外谷 正人君 

6/5 第４回村上・田中年度の最終ゴルフコンペが行われ、見事鈴木さんが優勝されました。同

組で一緒に廻らさせてもらいましたが、やはり上手でした。自分はビリから 3 番目でしたの

で、すずきさんの爪の垢でも飲んで、次回に臨みたいと思います。 

田村 貴寿君 スカイちゃんようこそ！あと少しで帰国ですね!! 残りの日本の生活を楽しんで下さい！ 

鈴木 康弘君 

月曜日に行われた伊勢原ＲＣコンペ今年度最終戦で、優勝を頂きました。憧れの名門コースで、

天気も良く、何より村上会長、飯田山、外谷さんと、最高ノメンバーに恵まれて、自分なりにも

満足ノイクゴルフが出来ました。表彰式には仕事で参加出来ず、大変失礼致しました。賞金スマ

イルさせて頂きます。 

山田 昌紀君 

先週日曜日、妻が資格所得を目指し学校へ通っているので、娘 2 人と私 3 人で､多摩動物公園

へ行って来ました。長女はカワウソがお気に入りだったらしく、20 分ジーッと眺めていました．

子供 2 匹とお母さんが展示されていましたが、ガイドによるとお父さんは、追い出されてしま

った様です。私は追い出されない様に家族孝行しようと心に決めました。 

会員誕生祝い 

松下  孝君➞誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。57 才になりました。一日一日

を充実させるために、ロータリーライフをより楽しみたいと思っております

ので、よろしくお願い致します。 

奥様誕生祝い 
小山 博正君➞妻の誕生をお祝い頂き、ありがとうございます。最近は年齢とともに、体重も

増えているのが悩みの様です。 

結婚祝い 

市川 正孝君➞結婚記念祝いありがとうございます。子供達が家を離れ早 6 年、その後犬も亡

くなり 2 人だけになってしまいましたが、半年前から猫を飼い始め、その猫が

「オハヨウ」などと話もするようで、少しにぎやかになってきました。 

鈴木 康弘君➞結婚のお祝いをして頂き、ありがとうございます。結婚記念を久しぶりに思い

出しました。これからは大事にします。 

創立祝い 

野中 敏幸君➞創立をお祝い頂き、ありがとうございます。55 年になります。 

松下  孝君➞創立を祝って頂きありがとうございます。丸 22 年が経ちました。最近は、後

継者問題について考え始めています。皆様の経験も参考にさせて頂きたいと思

っております。 

山田 昌紀君➞創立をお祝い頂き、ありがとうございます。9 年目突入です。法人の理事長が

妻ですので、仕事でも家庭でも頭が上がりません。 

入会祝い 

田中  徹君➞入会記念を祝って頂き、ありがとうございます。早、5 年目になりました。今

後ともよろしくお願いします。 

東   学君➞入会 4 年目が終わり、5 年目から幹事の大役を仰せつかります。皆さんのご協

力、よろしくお願い致します。 

推薦者：東君・井戸川君 

推薦者：田中君・仲西君 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換留学生 スカイさんに 6 月分お小遣いが手渡されました 

浅草楽しかったです。皆さんたのしかった？ (楽しかった！) よかったね！ 

今 1 ヶ月半ぐらい？ (後 1 か月半) 後 1 ヶ月半ぐらい…。もっと勉強する。ちょっと寂しい。 

(足どうしたの？) 足ねん挫した。でも大丈夫、ちっちゃい捻挫。とっても元気！ 

米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさんには 5 月 27 日に 6 月分奨学金が手渡されました 

 

 

 
小山 博正 青少年奉仕委員会委員長 
地域の子供達と留学生の交流会について 
日程：6 月 28 日（水） 
国際交流・英語教育に力を入れている【大山小学校】の子供達とスカイに参加してもらい、 
交流を図るイベントを開催します。詳細は改めて会員の皆様にはお知らせさせて頂きますので、是非ご参加頂け
ます様宜しくお願い致します。 

東 学 次年度幹事 
歴代会長会開催のお知らせ 
日時：6 月 7 日（水） 18：30～    場所：料亭 こみや 

田中 徹 幹事 
本年度理事・役員・委員長慰労会開催について 
日時：6 月 13 日（火）18：30～    場所：料亭 こみや 

堂前 慶之 社会奉仕委員会 芝桜プロジェクト統括委員長 
芝桜プロジェクト 雑草のお手入れ開催のお知らせ 
日時：6 月 11 日（日） ８：00～    場所：ローターリー植栽ブース 
本年度、最終事業となり来年度からは仙波委員長に引き継ぐことになります。 

貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事  
総合表彰式 
第１回 ３月 23 日 伊勢原カントリークラブ ガバナー補佐杯と共催 

     優勝 田中 徹君  準優勝 堂前 慶之君 ベスグロ 田中 徹君 
第２回 ３月 30 日 本厚木カントリークラブ 

     優勝 飯田 隆三君 準優勝 鈴木 康弘君 ベスグロ 内田 智久君 
第３回 ５月 15 日 厚木国際カントリークラブ 

     優勝 貝原 剛規君 準優勝 猪熊 正美君 ベスグロ 松下 孝君 
第４回 ６月  ５日 太平洋ゴルフクラブ 

     優勝 鈴木 康弘君 準優勝 堂前 慶之君 ベスグロ 堂前 慶之君 
松下 孝 会場監督 
商工会議所主催ボーリング大会について 
日 程：７月 26 日（水）  参加費：１名 2,000 円 
詳細は掲示させて頂きます、皆様のご参加お待ちしております。 

 

 

スマン 

内田 智久君➞早退します。ゲリラ豪雨が来ませんように!! 

山田 昌紀君➞本日台湾の外交官が伊勢原に来ています。これから会う約束をしておりますの

で、早退します。スマンです。 

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    
東  学君→地区会員増強・会員維持セミナー 

クラブ管理運営委員会 

次年度クラブ幹事研修 
渡邊健樹君→地区会員増強・会員維持セミナー 

56 54 38 70.37 修正なし 

委員会報告 

おめでとうございます 

 

 



 

 

 

入会して 2 回目の卓話となります。今回は職業卓話と言う事で、不動産業についてお話しさせて頂

きます。 

ひとくくりで不動産業と言いますが、浜建がメインにお仕事させて頂いておりますのが、皆様にも馴染み深い不動

売買、不動産賃貸の仲介業です。仲介業とは売主様や貸主様とお客様の橋渡しをする役目となります。 

［どの様な仕事か］ 

浜建は不動産売買・賃貸の仲介業を行っております。不動産売買は、お客様のライフプランにあった少しでも希望

に近い物件のご提案、資金計画のお手伝いをし売却・購入のお手伝いを行っております。時には浜建で物件の買い

取りも行っております。不動産賃貸は、居住用・事業用・貸地等ご紹介させて頂いております。企業様からの依頼

が多数あり、貸地や事業用物件は幅広いエリアでご紹介させて頂いて 

おります。 

［どの様な仕組みで利益を上げるのか］ 

私共は手数料商売となります。手数料の上限は宅地建物取引業の業法によって決まっております。都会と違い不動

産売却の相場、賃貸家賃の相場が低い為やはり、 

なんと言っても成約件数が命です。ですから皆様からのお声がけ、大いにお待ちしております。 

［利益を上げるための工夫や秘訣］ 

不動産売買、賃貸共通して言えることは、来店、お会いできる機会を取り付ける、 

まずここがポイントです。メール・お電話だけのお問い合わせは音信不通になる可能性が多いです。わざわざお会

い頂ける機会を頂けるということは、まずは興味を持って頂けたということ。それには、営業マンとしてお客様に

興味と信用を頂ける様、このワンチャンスを最大限に生かすことです。自分の得意な営業スタイルを理解した上で、

お客様との信頼関係を意識しチャンスを成約に結び付けております。 

最後に余談ですが… 

不動産は恋に似ていると思います。恋は、「愛と信用と尊敬」この３つが揃わないと長続きしないという話を聞いた

ことがあるなと思いました。 

お客様との関係も恋に似ていると思います。その営業担当者が「好きか・信用できるか・尊敬できるか」このフレ

ーズになると思います。私もこの 3 つの言葉をモットーにこれからも仕事をしていきたいと思っております。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

卓話の当番です。職業卓話でペンキのお話をしても皆さん興味ないと思いますので、好きな歌舞

伎の話でもさせていただきます。どうぞご容赦ください。 

みなさん、歌舞伎に関する言葉で「十八番（おはこ）」という言葉をご存知かと思います。これ

は成田屋 市川團十郎が得意として上演していた荒事の演目 18 作をいいます。そもそも戯作の台本を書箱に入れ

て門外不出で管理していたので十八番（おはこ）と言われているそうです。その十八番 18 作の中でよく上演され

るものをご紹介します。 

まずは「助六」（助六所縁江戸櫻）です。江戸で評判の美男、花川戸助六（はなかわどすけろく）という侠客に姿

をやつした曾我五郎は、失くした家宝の刀「友切丸」を探すため吉原に通い、遊客にわざと喧嘩を売って、刀を抜

かせて「友切丸」かどうか見極めようとする話しです。 

次は「勧進帳」です。義経 武蔵坊弁慶一行が逃る途中の「安宅の関」での一幕となります。義経一行が山伏に化

けているらしいとの情報を既に聞いていた関守の富樫左衛門は到着した山伏一行を厳しく調べ始めます。弁慶は、

東大寺建立の為に諸国を勧進(寄付集め)していると偽りますが、富樫はそれでは建立の為の勧進帳を読めと迫りま

す。もとより勧進帳など持っていない弁慶は他の巻物を勧進帳のように即興でそれらしく読み上げます。義経似の

強力を見て再び疑われますが弁慶は変装した義経に「お前のせいで疑われ、迷惑至極！」と散々に杖で打擲しま

す。これを見た関守は、もし主君ならここまで打たないだろうと、疑いを解いて一行を通すといった話しです。幕

が引かれ、一人花道に残った弁慶は富樫に向かって深く一礼します。そして義経たちを追って花道を飛び六方を踏

みながら豪快に引っ込む姿が印象的です。 

最後は「暫」。舞台は鶴岡八幡宮。清原武衡がこころよく思っていない義綱に難くせをつけ、「商人が使う卑しき

ものを奉納するとは、神社を冒涜するのか」と掛額を引きおろし、無理難題を浴びせます。承諾しない義綱に腹を

立て、臣下たちに命じて義綱ら一同を斬り殺そうとする。まさに絶体絶命のその時、花道の揚幕（あげまく）の向

こうから「しばらく！」と大きな声。ムカデのような車鬢のかつらを被り、顔に真紅の筋隅をして、柿色の四角い

凧のような、紋付きの巨大な衣装をまとい、大太刀を差した、周囲を威圧するような大男が登場する…。この

「暫」は顔見せと言って役者達が一堂に並ぶので、東京歌舞伎座では 11 月の公演が多いと思いです。 

 

ほかにも歌舞伎にまつわる話しは尽きないのですが、お時間となりました 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

  卓話     濵尾  ゆかり君     職業卓話  

 

 

  卓話     萩原庸嘉君     歌舞伎  

 

 


