
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

    例 会 報 告      

 開会点鐘  小島 徹会長  

 司  会  原 敏之 SAA 

 合  唱  「それでこそロータリー」 

 お客様紹介  金子 利昭 親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

9月 プログラム名 

第 1例会 9月 4日 

会員お祝い 入会式 

米山奨学金授与式 

情報集会報告 理事役員会 

     9月 11日 休 会 

第 2例会 9月 18日 

NTTデータジェトロニクス㈱ 

ビジネスソリューション事業本

部 サービスビジネス統括部 

担当部長 金井 克治様 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 
出席

数 
欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42名 31名 

11名 

対象外 

（9） 

93.94％ 

欠 9名 

対象外 

（4） 

MU1名 86.84% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  井上 光明会員   

小林 敏伸会員  志村 修司会員  長谷川俊雄会員 

小泉 繁勝会員  松井 孝至会員  市川 宏 会員 

堀一 慶明会員  大友 徹 会員  田邉 進 会員 

ニコニココーナー  大牟田 淳 （補）

SAA 
小島 徹会長：本日は、石田整体院院長石田剛士様・鈴

木洋平様・君島里美様お忙しい中ありがと

うございます。 

貝田 充幹事：石田整体院院長石田剛士様、本日は卓話

頂きありがとうございます。楽しみに致し

ております。 

ゲストスピーカー 
石田 剛士 様 

中原ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ 
石田整体院 院長 

ゲスト 
鈴木 洋平 様 

一般財団法人 
地域創業公益支援機構 代表理事 

ゲスト 
君島 里美 様 
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伊藤 文治会員：ご多忙の中、石田様には卓話を頂きあ

りがとうございます。 

川口 禮敬会員：残暑お見舞い申し上げます。今月もお

世話になります。 

小丸 日出夫会員：中原カイロプラクティックセンター

院長石田剛士様、本日は当クラブにお出で

頂き誠にありがとうございます。本日の卓

話を楽しみにしております。 

鹿島 義久会員：本日は中原カイロプラクティックセン

ター石田整体院院長石田剛士様卓話よろし

くお願い致します。 

中山 武夫会員：今日は木月・今井地区の情報集会で

す。皆様の出席をよろしくお願いします。 

内藤 幸彦会員：JICAボランティア繋がりで 9/24

（月）休日の「日本とキルギス友好コンサ

ート」を応援しております。ご協力頂いた

皆様ありがとうございます。翌日 25日

(火)には例会にも主席頂くように予定して

おります。 

金子 利昭会員：中原カイロプラクティックセンター石

田整体院院長石田剛士様、卓話よろしくお

願い致します。 

渡邉 新治会員：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。 

萩原 ひとみ会員：お陰様でホテル精養軒も今年で 70

周年を迎える事ができました。10/11

（木）に桂米多朗。米助二人会、11/24

（土）18：00～藤山大樹・江戸手妻上演

会をお食事付で企画しました。ご家族でお

楽しみいただければ嬉しいです。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

小林 敏伸会員（小林先生は出張診療で 1月まで休会で

すがニコニコを頂きました） 
合計   12
件   13,000円 

累計  131件   204,000円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.地区よりクラブ米山記念奨学委員長会議開催のご案内 

 が届いております。日 時：9月 13日（木）15：00 

 ～17：00   場 所：メモワールプラザソシア 21 

 4Ｆ「ウィング」 

2.地区より 2018-19年度「アクトの日」開催のご案内

が 

 届いております。日 時：9月 9日（日）13：00～

16： 

 30 場 所：横浜セネックス 大会議室 参加を希

望 

 される方は事務局までお申し出願います。 

3.地区より 2018-19年度「地区補助金」の振込があり

ま 

 した。1,660ドル×112円＝185,920円 

4.公益財団法人 米山梅吉記念館より賛助会ご入会のお 

 願いおよび秋季例祭のお知らせが届いております。 

＜賛助会＞ ①全国一人 100円募金運動  

      ②お一人 3,000円(年間)で賛助会員 

＜秋季例祭＞日時：9月 15日（土）14：00～  

      場所：米山梅吉記念館ホール 

 詳細は回覧致します。 

5.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりハイライ 

 トよねやま 221が届いております。回覧致します。 

幹 事 報 告 貝田 充 幹事 

1.例会変更 川崎とどろき 9月 17・24日（月）休会 

2.会報受理 新川崎ＲＣ 回覧いたします。 

3.次週 9/4は例会終了後、理事役員会を開催いたしま

す。 

 卓 話  
石田剛士（いし

だつよし）様 
中原カイロプラクテ

ィックセンター 石

田整体院 院長（新

丸子駅 徒歩３分） 

   

http://www.nakahara-chiro.com 

1973年川崎市高津区出身 

川崎市立 末長小学校・橘中学校 私立目黒高校 卒 

前職で食品産業機器メーカーに勤務 



５年間の会社員生活を経て、自身が学生時代に経験した

ある思いが治療家の道へと進むきっかけとなり 

25歳の時に一念発起脱サラ 

学生時代にはアメリカ解剖実習にも参加 

施術歴 18年 2004年開業 開業歴 15年目 施術総

数 延べ３万人以上 

独自の考え方と施術法により、数々の『喜びの声』と

『ゴッドハンド』の異名をいただいております。 

ミッションは『痛みで出来ない…を無くす！！』こと！ 

人は『痛み』を感じると、どれほどのパフォーマンス

が落ちると思いますか？ 

そしてあなたは『痛み』を感じた時、どのように対処

していますか？ 

湿布？ 飲み薬？ マッサージ？ 電気を当てる？ スト

レッチ？ 筋トレ？etc･･･それで本当に改善されていま

すか？ 

 

痛みの真の原因を知らなければ、あなたのその痛みは

改善されることはありません！ 

「ヘルニアだから」 

「年齢のせいだから仕方ない」 

「もっと筋肉をつけて」 

「レントゲンで何も映ってないから異常なし！」 

あなたはそんな単なる逃げ口上を、『常識』と信じ込

まされていませんか？ 

 

または、「薬やマッサージが意味が無いことは知って

るけど、ナゼ良くないの？」 

そんな方も多いと思います。 

 

実は、なかなか治らない慢性的な痛みには『未常識』

な、ある大きな理由が存在しているのです。 

 

あなたは『痛み』で、何かを我慢していませんか？ 

趣味・スポーツ・遊び等々。。。 

そんな人生は楽しいですか？ 

 

私は「痛みで出来ない･･･」を無くしたい！ と 18年

間、日々施術に当ってきました。 

そして、これからも痛みで苦しむ方々が希望を持って

もらえるような『灯台』のような存在であり続けたいと

思っております。 

 

痛みの本質を知れば、あなたの痛みは必ず改善されま

す。 

更に、痛みが出ない・病気にならない身体へと変身す

ることが出来るのです！ 

 

あなたは痛みが無くなったら、何がしたいですか？ 

何が出来ますか？ 

たった一度の人生、我慢することなく、したい事をし

て思いっきり楽しみせんか？ 

 

今まで延べ３万人以上の痛みに向き合ってきた経験か

ら、独自の療法を編み出し結果を出し続けている、そん

な話を包み隠さずお伝えいたします。 

 


