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今後の予定
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私の仕事に関する話になりますが、全国の保険代理店有志
が、年 2 回集まり研修会を行っています。ところが、例年
10～11 月に開催している研修会が昨年は中止となりまし
た。理由は全国各地で発生した自然災害対応のためです。
私も 10 月に発生した台風 24 号の事故処理がようやく一
息ついたところですが、先日、あらためて新年会がてら情
報交換＆研修会が開催されました。第一部は西日本豪雨災
害の被災状況と対応について、第二部は昨今注目を浴びて
いる労務リスクセミナーとその実情についてでした。第一
部は広島に拠点をおく代理店の方に話を伺いました。事務
所の直接被害は免れたものの、周辺道路は土石流で寸断さ
れ、上下水道も使用不能となるなどライフラインに大きな
被害が出たそうです。様々な災害で言い尽くされています
から皆さんも想像がつくかと思いますが、やはり、水とト
イレが真っ先に問題となったそうです。数日すると避難所
には大量の支援物資が届き、水は確保できたもののトイレ
だけは大変苦労したそうです。自宅トイレにビニール袋を
掛けて用をたし、凝固剤で固めてボイと捨てられる簡易ト
イレを備えておくのがお勧めだそうです。わざわざ臨時ト
イレに行く必要がなく、他人と共用せずプライベートも守
れるうえ、とてもコンパクトであるということがその理由
です。私も早速購入しました。第二部は外資系コンサルタ
ント会社によるセミナーだったのですが、中でも興味をひ
いたのは、海外から見た日本の労働環境についての話でし
た。日本の労働環境は欧米なみに整っているものと思われ
がちですが、とても遅れているそうです。わかり易いのが
サービス残業と有給休暇の取得率です。欧米にはサービス
残業という概念が存在しないそうです。年間の労働日数も
日本が圧倒的に長く、当然の権利である有給休暇の取得率
の低さも異常。労働者の権利があまりにも軽んじられてい
るとのこと。法律改正もあり外国人労働者が日本で働き易
くなるような施策が講じられてはいますが、そもそも他国
に比べ魅力的な労働環境にないのだからあまり期待しな
い方がいいとも言っていました。結局、人が足りない状況
は続き、労務トラブルは増える一方であろうと。ここにい
らっしゃる経営者の皆様にはちょっと頭の痛い話です。

・1/26 第 2 回地区補助金説明会
・1/30 [第 2582 回]卓話 セコム(株)太田佳佑様
・2/6
[第 2583 回]卓話 山田昌紀君（理事・役員会）
・2/13 [第 2584 回]卓話

幹事報告
★国際ロータリー財務部より
RI 人頭分担金請求書が届いております。
納入総額 1973.32USD (221,012 円)
★ガバナー事務より
・米山奨学金終了学生修了式・歓送会開催のご案内が配信されて
おります。
日時 2019 年２月 17 日（日）
15：00～16：00 終了式（受付 14：30～）
16：00～18：00 歓送会
場所 第一相澤ビル 終了式：8 階『終了式』
歓送会：3 階『歓送会』
・
「インターアクト一泊研修」のご案内が配信されております。
期 日
2019 年 3 月 23 日(土)～24 日(日)
会場・宿泊先 三浦 YMCA グローバル・エコ・ヴィレッジ
ヒルサイド
参加費
ロータリアン(宿泊)
6,000 円
ロータリアン(日帰り) 3,000 円
ロータリアン(登録のみ) 3,000 円
締 切
2/13(水)
・次年度クラブ指導者に向けた「公共イメージ・米山奨学セミナ
ー」開催のご案内が配信されております。
日 時 2019 年 3 月 6 日(水) 14：30～17：20
（受付 14：00～）懇談会 17:30～19:00
場 所 藤沢商工会館ミナパーク 6F「多目的ホール」
登録料 1 名 3,000 円(必ず 4 名以上の出席をお願い致します)
締 切 2/15(金)迄
★例会変更のお知らせ
秦野中 RC 2 月 22 日(金)→移動例会 点鐘 12:30 於：北京館
秦野名水 RC 2 月 14 日(木)→2 月 19 日(火)
伊勢原平成 RC 合同例会に変更
点鐘 12:30 於：シティプラザ
★伊勢原青年会議所より
お礼のお手紙が届いております。

ロータリー財団寄付

西部康男君
ポールハリスフェロー Pin2

スマイル報告

田村 貴寿/スマイル委員会委員長

堂前慶之君／外谷正人君／築城忠生君／土屋修君／飯田隆三君／山田昌紀君／礒﨑貴史君／
天野耕一郎君／熊谷勝利君／田村貴寿君

小山

村山

博正君

健樹君

東井

市川

正孝君

入会を祝って頂きありがと
うございます。6 年になり
ますがまだまだ未熟です。

重和君

[入会記念祝い]

山田

昌紀君

入会 5 年目となります。これ
からもロータリーライフを存
分に楽しみたいと思います。

妻の誕生日を祝って頂きありがと
うございます。誕生日が来るのは
嬉しくないみたいですが、プレゼ
ントを貰うのは好きみたいです。

西部

入会を祝って頂きありがとうござい
ます。お陰様で 9 年になりました。

家内の誕生日を祝って頂きありがとう
ございます。
入会を祝って頂き有難うございます。
お陰様で 5 年になりました。

秀治君

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

[配偶者誕生祝い/入会記念祝い]

[入会記念祝い]

井戸川

恵子君

誕生日を祝って頂き有難うございます。体調
に気をつけてこの 1 年を乗り切りたいです。
入会を祝って頂き有難うございます。2 年目に
入りました。都合のつく限り例会出席したい
と思っております。宜しくお願いします。

誕生日を祝って頂きありがとうござい
ます。47 才になりました
入会 7 年目となりました。今後ともよ
ろしくお願い致します。

渡辺

[配偶者誕生祝い]

[会員誕生祝い/入会記念祝い]

[会員誕生祝い/入会記念祝い]

[入会記念祝い]

松下

康男君

入会を祝って頂きありがとう
ございます。1970 年入会です
ので、49 年になりました。

孝君

入会を祝って頂き有難うござ
います。2000 年に入会して
19 年になります。本日第 9
グループの IM に出席します。

[入会記念祝い]

戸田

裕士君

入会をお祝い頂き有難うござ
います。本日は花キューピッ
トの理事会で出席できません
がお祝いスマイルします。

出席報告
会員数

秋山哲也／出席・プログラム副委員長
出席計算に用いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率

MAKE UP

（％）

61

59

お客様挨拶

41

69.49

休会

事前
松下 孝君→ガバナー補佐連絡会議
萩原 庸嘉君→米山奨学・学友資金推進

国際ソロプチミスト伊勢原 会長 都沢則子様／歳入委員 亀井瑛子様

伊勢原 RC の皆様こんにちは。国際ソロプチミスト伊勢原会長の都沢則子です。今日は貴重なお時間をありが
とうございます。本日は恒例のチャリティーショーのご案内にお伺いしました。毎年皆様にはご協力頂き、本
当に感謝しております。今年も何卒宜しくお願い致します。詳細は歳入委員の亀井からお伝えさせて頂きます。
歳入委員の亀井瑛子です。由緒ある伊勢原 RC の例会に出席させて頂きましたこと、とても嬉しく思います。
ご無沙汰してます方のお顔も見られ、大変嬉しいです。今年は夢のクラシックと言う
ことで、塚谷水無子さんがおいでになります。この方は先日秋篠宮殿下がオランダ
訪問された際に、同行してハモンドオルガンをお弾きになった日本では有名な方で
す。もう一人はクラシックのテノール歌手の谷口洋介さんと言う方です。
ぜひ皆さんに来て頂いて、素敵なひと時を過ごして頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

卓話＜新年の抱負＞

貝原

剛規

広報・雑誌委員長

皆さんこんにちは。昨年より例会の方になかなか参加できない状況が続い
ていて、大変ご無沙汰しまして申し訳ありません。今年度残り半年ですが、
昨年からロータリーの大きな催し物に対して、内輪の報告ではなく、伊勢
原市民の方に広くロータリーの活動を知っていただくと言うのが今年度私
がやらなければならない使命だと強く思っています。まず、野球大会の方は
タウンニュースに記事を載せて頂きましてある程度市民の方に伝わってい
るかと思いますが、その後にロータリーのロゴを作りましてこれは今後
記事に付けて広めていかなければなりません。それをこれからしっかりやって行きます。自分自身、ふれあ
い授業等参加はさせて頂きますが反省会には参加できず、中途半端な出席になっております。委員長とし
て、まとめが出来ないことを強く反省しております。今後大きなものとしてはダンス大会があります。その
後に 50 周年のポリオチャリティーのゴルフコンペがあります。そこを伊勢原 RC が中心となって、伊勢原
市民の方に広く広報できるようにタウンニュース等を通じてやって行きたいと思いますし、今年は 50 周年
と言うことで内輪的にも 50 周年の記事をロータリーに投稿することも大事な役割だと思っています。残り
半年間頑張っていきますので皆様のご協力をお願いします。

萩原

庸嘉 青少年育成基金委員会委員長

今年度の残といたしまして、9,630,531 円が基金に積み立てられており
ます。
50 周年に向けて、事業提案がございました。ダンス大会と記念事業で防犯
カメラをと言うことけ検討されています。そこで 1/31 に委員会を開きまし
て細かい打ち合わせをして理事会に提案する予定です。
青少年育成基金委員会は 3 年経ちましたが初めての実施計画になりました。
どうぞご期待ください。

卓

話

礒﨑

貴史

有限会社ケアフルホーム

入会 5 年目 3 回目の卓話です。これまで消防団とロータリー財団の話をさせていただきました。新潟
県三条市出身です。前職は、総合研究所で経営コンサルタントを 5 年半ほどやっておりました。その後、
義父の工務店に勤務の傍ら建築士と宅建士の資格を取得しました。ケアフルホームは、福祉用具のレンタ
ルと販売と住宅改修、リフォームを行っている会社です。設立は 18 年前で、現在 19 年目に突入してお
ります。介護保険が始まった頃に、これから伸びる業界と注目して、義父の会社に活動時間と予算をお願
いしましたが、いずれもいただけないため、退社して、自ら新たに会社を立ち上げました。結果として、
これが良かったと思います。営業もいちからやらなければならなくなり、義父の代からの職人を入れ替え
ることで、これまでのやり方を踏襲することなく、新たな方法で会社をいち早く立ち上げることができた
からです。現在はこの住環境を整える会社に加えて、昨年の 8 月に訪問介護事業所ケアフルライフを設
立させていただいております。こちらは、トイレや入浴の手伝いのほか、調理や洗濯、掃除などを行いま
す。この会社のマンパワーを加えることで、従来のハードウェアだけでなくソフトウェアを提供できる会
社になりました。商売が多岐にわたり、最近では何でも屋になっております。逆に言えばワンストップで
物事を解決する会社にもなってきてるわけです。ただし、介護保険制度では、ケアマネジャーが多くの権
力を持っておりますので、当社を指名していただかないと私が行く事はできません。ご用命の際には、は
っきりとその旨伝えていただけると助かります。現在も、伊勢原ロータリークラブの多くの皆さんに、お
仕事を頂戴しております。皆さんの期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。

