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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３５（１２）

１月１７日（火）

１月２４日（火）

１月３１日（火）

２月 　７日（火）

２月１４日（火）

２月２１日（火）

２月２８日（火）

休会

卓話　国際奉仕委員長　成田清様（平塚西ＲＣ）

振替休会　2月19日（IM振替）

卓話

籾山・本田・石高・森川・馬郡・田辺

佐々木・赤澤・石高

5

３

80.65

90.32

２５

２８

２５７７

２５７９

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥１８,０００  累計 ￥４８３,６２３

◆座間ＲＣ磯部芳彦様／

本日は講演会のご案内にまいりました。何卒よろしくお願い

申し上げます。

◆伊藤健司幹事／

寒い日が続きますので、お体どうぞご自愛ください。

◆籾山豊会員／

亡き父の為に過分なご厚情をいただきありがとうございまし

た。

◆籾山豊会員／

私とワイフの誕生日祝いありがとうございます。

◆古木通夫会員／

あんまり寒いのでスマイルのネタ切れです。

◆井上勝彦会員／

寒い毎日が津ぢ来ます。体調に気を付けましょう。寒中お見

舞い申し上げます。

◆座間ＲＣ　磯部芳彦様

大和商工会議所異業種交流会主催　創立

２０周年記念事業講演会の告知

平成２９年２月９日午後５時受付　大和商工

会議所

「新聞業界４５年　メディアの裏舞台」産経

新聞　社長　熊坂隆光　氏　

◆伊藤彦二会員

東京山王RCにて、メイキャップと

バナー交換について報告

《増正之委員長から職業奉仕委員の紹介》

《先週の地区委員長による卓話を聞いての感想発表》

・古川会員　大変ためになった、自分の言葉で語られるように学んでいきたい。

・伊藤彦二会員　以前クラブで作った会員の職業紹介の冊子がとても有効だった

・鈴木喜一会員　会員の職業を語る企画はどんどんやって欲しい

・道岸会員　　先週の卓話の中で特に印象に残ったのは、四つのテストについて。

《増委員長の職業について》

　まずは自分の職業についてみんなに知ってもらうことが、クラブに於ける職業奉仕はスター

トです。

そこでまず、本日は私の職業について話します。

　自分の職業は不動産業です。だけど、不動産業と言っても事業者ごとに中身は様々なん

です。

　私は、大卒後トヨタで自動車販売の仕事に就き、その後労組の専従となったのだが、仕事

に限界を感じたたことから、休日を使って不動産について学びました。

生協の店舗出店計画に出会い、不動産関係の大きな仕事に関わる機会を得まして、その後

はトヨタの出店などに携わってきました。

　現在は、不動産コンサルという、上級の資格を活かした活動を行なっています。

税法改正の影響もあり、地域でも相続税、相続対策への関心は高まっています。

税理士・司法書士と相続に関する国家資格者はありますが、財産の中心である不動産についての知識を軸に進めるとスムーズ

なのです。

　近年は税金を使わない街づくりを取り組む活動にも力を入れていて、こちらも実績を上げています。

　今後は機会を作って、皆さんに自分の職業の紹介をして頂きたいと思います。

◆増正之会員／

１）Ｈ２９年１月２３日（月）、北

京飯店４Ｆにて、大和・綾

瀬地区保護司会の新年会

で保護司の退任式を開催

していただき感謝のお言

葉をいただきました。感謝

いたします。

◆戸張美穂会員／

本日は主人にまでお誕生

日のお祝いをありがとうござ

います。先日初めて東京山王クラブへメイクアップへ参加

致し、女性の方が大半で、赤坂プリンスクラシック館の素敵

な雰囲気とおいしいお食事に良い経験となりました。

第25７5回　2017年1月24日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「我等の生業」

ゲ ス　ト／なし

ビジター／磯部芳彦様（座間ＲＣ）

会長の時間
幹事報告

・2017-18エ年度テーマ

『ロータリー：変化をもたらす』

・第6グループIMが開催されま

す。次回ポスティングします。

・2月24日に横浜うかい亭にて”

奥様との親睦会”を開催します。

奮ってご参加下さい。

・台北七星RCの表敬訪問の出欠をスタートしました。費用

概算：３泊４日で約９万円

【ポスティング】

・次第

・週報

・台北七星ＲＣ訪問について

・カラオケの会収支報告（参加者のみ）

【回覧】

・卓話のお願い-かものはしプロジェクト 

・相模原南ＲＣ週報

・IMのご案内

・2017-18年度テーマ

こんにちは。１月も半ばも過ぎ、

まだまだ寒さは続きますが、い

かがお過ごしですか。

先週の１７日は職業月間の卓

話に地区職業奉仕委員長、石

﨑孝様にお話しいただき大変に

勉強になりました。私達ももう一

度職業奉仕について今回の月間で考え直してもよいかと

思います。ロータリークラブではやはり一番大切なことでは

ないでしょうか。当クラブの職業奉仕委員の方々に改めて

お願いいたします。今年は世界中でいろいろな問題が山積

みされると思われます。ロータリーの誕生の１００年前とよく

似た時代にはならないと思いますが、専門職務の道徳的水

準を高めなければいけないのではないですか？

四つのテストが大切な時代がきた様に思います。

先週２０日にアメリカの大統領にトランプ氏が就任致しま

した。白人の中低所得者層の支持で大統領の座についたト

ランプ氏にとって最優先の課題は雇用の創出で、このため

に交通網などのインフラ投資や規制緩和を掲げておりま

伊藤　健司　幹事

籾山会員　ご本人と奥様のお誕生日

鈴木出席委員　出席報告

三浦親睦委員　お祝いの方

戸張会員　ご主人のお誕生日

委員会報告

◆親睦ロータリー家族委員会／武田茂委員長

似顔絵完成報告

◆姉妹・友好クラブ委員会／長谷川衛委員長

台北七星ロータリークラブ訪問について

３０周年、２月７日までに皆様のご都合をお知らせください。

【クラブフォーラム　職業奉仕について】

す。しかし国内５０州でデモがあり、海外７０か国以上でデモ

と、大変な船出になりました。アメリカのロータリアンは頭の

痛いことと思います。

さて国内で一昨日明るいニュースがありました。「稀勢の

里」の優勝。日本出身の新横綱は若乃花以来１９年ぶり、２５

日に春場所番付編成会議と理事会で正式決定し、第７２代

横綱「稀勢の里」が誕生します。

日本の伝統文化を伝承する両国国技館。蔵前の国技館

から両国国技館になってから外国人横綱も多くなり特にモ

ンゴル力士が多くなりました。ですから両国か？

古川会員発表

伊藤彦二会員発表

鈴木会員発表

道岸会員発表

職業奉仕委員

職業奉仕委員

松川健治スマイル委員長
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宮東　悠　会長

本日 ￥１８,０００  累計 ￥４８３,６２３

◆座間ＲＣ磯部芳彦様／

本日は講演会のご案内にまいりました。何卒よろしくお願い

申し上げます。

◆伊藤健司幹事／

寒い日が続きますので、お体どうぞご自愛ください。

◆籾山豊会員／

亡き父の為に過分なご厚情をいただきありがとうございまし

た。

◆籾山豊会員／

私とワイフの誕生日祝いありがとうございます。

◆古木通夫会員／

あんまり寒いのでスマイルのネタ切れです。

◆井上勝彦会員／

寒い毎日が津ぢ来ます。体調に気を付けましょう。寒中お見

舞い申し上げます。

◆座間ＲＣ　磯部芳彦様

大和商工会議所異業種交流会主催　創立
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