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【会長テーマ】 ： 会 員 増 強 と ロ ー タ リ ー を 学 び 、 我 が 奉 仕              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

    例 会 報 告       
 開会点鐘  冨岡 昭一 会長 

 司  会  長戸 隆彦 SAA 

 合  唱  「我らの生業」 

 お客様紹介  原 敏之 親睦委員 

今後のプログラム予定 
1月 プログラム名 

第 4例会  1月 31日 

卓話  

IPS細胞と STAP細胞 

日本学術振興会学術システム 

研究センター 

相談役 黒木 登志夫様 

出 席 報 告 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

44名 36名 
8名 

対象外 
90.00％ 

欠 5名 

対象外 
MU1名 97.50% 

（4） （4） 

【本日の欠席者】 

三木 治一会員  市川 宏 会員  松田 敏治会員 

長谷山尚城会員  小島 徹 会員  田中 信男会員 

小林 敏伸会員  森田 淳 会員  小島 満 会員 

ニコニココーナー 志村 修司副 SAA 
吉岡 憲士様：本年もよろしくお願いします。 

冨岡 昭一会長：今年も皆様のご協力を得て、一人でも

多く会員増強に頑張りたいと思います。本

年もよろしくお願いします。 

渡邉 新治幹事：田中様、卓話楽しみにしています。本

日もよろしくお願い致します。 

鹿島 義久会員：新年明けましておめでとうございます。

久しぶりに例会に出席できました。今年度

は雪がなく、ここにきて大雪になりスキー

場もお客様が来るかもね。 

田邉 進会員：明けましておめでとうございます。本年

もよろしく。 

川口 禮敬会員：①新年おめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。②田中さん卓

話ありがとうございます。 

ゲスト 
田中 保次 様 

イストワール株式会社 
代表取締役 

ゲスト 
吉岡 憲士 様 
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細山勝三郎会員：田中保次様、本日はよろしくお願い致

します。 

小丸日出夫会員：田中様、卓話よろしくお願い致します。 

堀一 慶明会員：明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いします。 

白井 正男会員：明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願い致します。 

清水 専吉会員：本年もよろしく。 

長谷川俊雄会員：明けましておめでとうございます。本

年もどうぞよろしくお願い致します。  

柾木 國義会員：明けましておめでとうございます。本

年もよろしく。 

中山 武夫会員：明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。 

島 利夫 会員：明日から 75 歳になります。後期高齢

者の仲間入りとなります。 

合計  15件   16,000円 

累計 413件   476,000円 

 

会 長 報 告 冨岡 昭一会長 

1.地区より 2017年 1月ロータリーレートのお知らせが 

 届いております。2017年 1月 1ドル＝116円 

         ※2016年 12月は 1＄＝106円 

2.国際ロータリーのロータリー財団より「100％ロータ 

 リー財団寄付クラブバナー」が届いております。（世界 

 4,609クラブ受賞） 

 ＊2016/6/30現在の正会員全員が、年次基金に 100 

  ドル以上寄付をしたクラブに贈られるものです。 

3.国際ロータリー第 2590地区ガバナー 高良明様より 

 新年のご挨拶が届いております。回覧いたします。 

4.地区よりクラブ会長・幹事セミナー②開催のご案内が 

 届いております。 

 日 時：2月 16日（木） 15：00～17：00 

 場 所：メモワールプラザソシア 21 

5.地区よりアトランタ国際大会日本人親善朝食会のご案 

 内が届いております。 

  日 時：6月 11日（日） 7：00～9：00 

  場 所：Hyatt Regency Atlanta （ﾊｲｱｯﾄ ﾘｰｼﾞ

ｪﾝｼｰ ｱﾄﾗﾝﾀ）詳細は回覧いたします。 

6.川崎幸 RCより例会のご案内が届いております。 

   日 時：1月 27（金） 12：30点鐘 

   場 所：川崎日航ホテル 11F 

   卓 話：「川崎市 市長になって」 

   川崎市長 福田 紀彦氏 詳細は回覧いたします。 

7.横浜東ＲＡＣより創立 45周年記念式典のご案内が届 

 いております。 

    日 時：2月 11日（土） 

    式 典：16：30～19：30 

    場 所：ホテル横浜キャメロットジャパン 

    詳細は回覧いたします。 

幹 事 報 告 渡邉 新治幹事 

1.例会変更 

 新川崎 1月 18日（水）職場訪問例会 

     （味の素川崎工場） 

     職場訪問終了後例会 12：30点鐘「煌蘭」 

     2月 1日（水）昼例会→夜間例会 

                  18：30点鐘 

     2月 15日（水）川崎幸 RCと合同 

           18：00点鐘 川崎日航ホテル 

 ※2017年度よりクラブ例会は第 1・2・3・4・5例会 

  すべて夜間例会となります。 

          （18：30点鐘 川崎日航ホテル） 

 横浜あざみ 1月 25日（水）「職業を語る会」 

      点鐘 12：00 すすき野小学校 2F会議室 

       2月 8日（水）「職業を語る会」 

      点鐘 12：00 あざみ野中学校 図書室 

2.会報受理 

  新川崎 川崎北 川崎中原 川崎とどろきの各ＲＣ 

  より届いております。回覧いたします。 

3.タウンニュースに新年のご挨拶が掲載されております。 



 回覧いたします。 

4.新年年賀状が届いております。回覧いたします。 

5.ハイライトよねやま 201が届いております。 回覧い 

 たします。 

6.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

 ✿～本日の卓話～✿ 

  イストワール株式会社 

  代表取締役 田中 保次（たなか やすじ）様 

  演題「ヘルスプロモーションメソッドが 

             人生の質を変える！」 

        ご紹介：宇田 章二プログラム委員長

お 祝 い ご と 
入会記念日 
廣山 宗一会員  田邉 進会員 
萩原ひとみ会員  叶野 聡会員 
会員誕生日 
廣山 宗一会員 長谷川俊雄会員 
島 利夫 会員  市川 実 会員 
細山勝三郎会員 
結婚記念日 
中山 武夫会員 内藤 幸彦会員 
田邉 進 会員 
 
配偶者誕生日 
伊藤 文治会員 正子様 
堀一 慶明会員 敬子様 
白井 正男会員 靖子様 
上原 伸一会員 美晴様 
伊藤 稔 会員 初美様 
松田 敏治会員 壽美様 
 

乾    杯 
 

 
＜鹿島義久パスト会長による乾杯＞ 

卓    話 
 

 
＜宇田章二プログラム委員長のご紹介があり、田中保次 

様による卓話が行われました。＞ 

『ヘルスプロモーションメソッドが人生の質を

決める!!』  
今回このような機会を頂きお話をさせていただ

けることに感謝致します。 
普段の私の仕事は３つの顔を持っています。 
１つ目は、ビジネスコーチとして主に下記の３つ

のテーマで企業（組織）や個人的なサポートをさ

せていただいています。 
Ａ．コミュニケーション 
Ｂ．リーダーシップ 
Ｃ．ヘルスプロモーション 
月並でフツウのテーマだと思われるでしょうが

本当に重要で大切なモノほど実はカンタンでシ

ンプルな極々当たり前な事なのですね。 
そしてそれによりクライアントの方々からよく

言われる結果として得れるものが、 
売り上げ改善、離職者・退職者の軽減、お客様の

増員です。 
しかし、この結果に繋がるためには上記の３つの

テーマに経営者の方自らが、向き合い、トレーニ

ングをするという過酷な辛抱というものが待っ

ているかもしれない、つまり相当な鍛錬が必要と

なります。 
でもご安心ください。ソコがプロのコーチとして

の腕の見せ所です、共に悩み共に笑い、辛くて苦

しい時もありますが、好きなことを真剣に楽しみ



ながら進んでいけるように支援するコトが私の

生業ですから。 
３つのテーマに関しての詳しい内容や資料など

は、先ず体験コーチングを活用していただけたり

もしますので会長様、委員長の宇田様、または直

接ご連絡いただければと思います。 
さて、今月よりスタートさせる いかにも風変わ

りな『変態塾』という名のコミュニティをこの２

０１７年１月２１日より、当社の諸井とスタート

させます。変態とは、例えば青虫がさなぎに、さ

なぎが蝶に成長する過程を意味したもので、人間

も一皮剥ける瞬間や変化・成長してゆく瞬間があ

り、その変態する過程を共に歩んでいこうという

試みの塾でございます。 
この塾では、今迄の企業のコンサルタントなどが

タブーとされてきた会社内での組織文化や企業

風土、一見 目に見えない場の空気や雰囲気など

を変化させ、より良くしていこうというサポート

で、我々の呼称ではこれを『カルチャーエンジニ

アリング』と呼んでいます。 
いったいどんなことをしていくのか？ 
その怪しい集いはどんな集まりなのか？ 
是非ご興味、関心、好奇心を持たれた方は１月２

１日の第１回寄りあいにオブザーバーとしてご

参加くださいませ。勿論無料です。 
最近、人との関わり方がＩＴの発展と時代と共に

変化が目まぐるしく息苦しい世の中になりつつ

あります。そのため５年前から私自身も何かしな

いといけないというキモチにかられアナログで

すが、地域が誇りと自信が持てるようになるため

、ふれ合いの場としてのボクシングジムを大阪で

やっております。 
皆様、こんな世知辛い時代ではありますが、どう

か夢や希望、可能性を我々オトナが、存在そのも

のとしての在り方で次の世代に残してゆく責任

と姿勢を見せていきたいものですね。今後とも何

卒よろしくお願い申し上げます。また直接御話し

出来ることを楽しみにしています。 
 
 

 


