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【大和ロータリークラブ活動方針　： 楽しい奉仕活動を】
宮東　　悠

武田　　茂

jimukyoku@yamato-rc.org

伊藤　　健司

森川　　良三

国際ロータリーテーマ

http://www.yamato-rc.org

http://www.yamato-rc.org

出席報告
鈴木出席委員

お祝の報告
三浦親睦委員

皆出席祝い
戸張会員

誕生祝い
武田会員

ご夫人の誕生祝い
赤澤会員

戸張ソングリーダー

在席年数祝い　吉岡会員

在席年数祝い　伊藤幹事

例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

３月２１日（火）

３月２８日（火）

４月　４日（火）

４月１１日（火）

４月１６日（日）

４月１８日（火）

４月２５日（火）

第６回クラブフォーラム「手続き要覧発刊にあたり」

地区研修協議会

卓話：クラブ協議会「地区研修協議会を終えて」

台北七星ＲＣ訪問報告

籾山、赤澤、石高、田辺

古川、籾山、本田、宮東、馬郡、片山、田辺

4

7

87.88

76.67

29

28

２５８５

２５８６

２５８７

１２：３０

１２：３０

１２：３０

「やまと街中お気に入りお店大賞２０１４」
にて「大賞」を受賞。
２０１５年度は「殿堂入り」を受賞

料理教室や各種講習会を実施して
います（写真は油の話）

全国各地の生産地を訪問しています

宮東　悠　会長

本日 ￥１７,０００  累計 ￥６１２,６２３

◆宮東悠会員／今日の例会は欠席致します。商工会議所

の２９年度総会のためです。花岡先生、よろしくお願い致しま

す。

◆伊藤健司会員／今週末から球春到来です。ジャイアンツ

の応援よろしくお願いします。

◆花岡正会員／皆出席のお祝いありがとうございます。入

会時、イケメン獣医だった私も、今はこのありさまです。ロータ

リー歴３９年とても楽しい時間でしたが、岡田先生が私の紹

介者なんですよね！！

◆佐々木和夫会員／５５年式典アトラクションで上映したク

ラブの記録ＤＶＤが好評なのでコピーしました。ご希望の方

はスマイルをして、お持ち下さい。

◆古木通夫会員／春だ～！うれしいな！

◆長谷川衛会員／花岡先生会長代行ご苦労様です。

◆武田茂会員／誕生祝いありがとうございます。

◆鈴木喜一会員／大和ＲＣ周年記念式典、皆様お疲れ様

でした。又、ＤＶＤもありがとうございます。

◆赤澤多加志会員／妻の誕生日祝い、有難うございます。

現在の仕事に至る経緯や想い

父が創業したこの店 ( 会社 )を、継ぐ気はまったくありませんでした。

大学受験を目前にして、将来どの道に進もうか考えました。

初めは、漠然と建築家になろうと考えました。理由は、なんとなく響きがカッコよかった

から。正直、かなりミーハーな理由です。

大学時代に、建築家としての才能のなさを痛感し、建築家の道は断念。この段階で断

念するくらいですから、そこまでの強い志がなかったとも言えます。

断念したものの、街づくりや住宅には関わりたいと思い、住宅メーカーへ就職。住宅設

計のプロを目指すことに。

住宅の仕事は、面白いのです。それはもう、面白かった。ただ入社して３年も過ぎると、

やはり考える時が来ます。自分の道は、本当にこのままでよいのか、と。この時に、将来

がイメージできなかったんですね。うまく表現できませんが、要は、ピンとこなかった。

悶 と々しながら日々仕事を続けている中で、ある時気付いたのです。

住宅や建築も好きだが、本質はサービスの世界が好きなのだ、と。お客様とリアルに関

わりあう中で生まれる、喜びのやりとりが好きだったのです。ここに気付き、一気に視野

が広がりました。

色々なタイミングが重なった結果、気付いたら今ここにいました。

きっと、ＤＮＡに導かれたのでしょう。

「食」を意識し、選択し、それを伝える。

どうやら、生まれたときから身体に刻み込まれてきたようです。

自分の健康は、自分で守る時代です。

自然食品・健康食品や正しい健康情報の普及活動を通して、皆様や世の中のお役

に立てれば、と考えております。

◆戸張美穂会員／もうすぐ桜の便り

も聞こえてまいります！　当社でご経営

者向けの異業種交流の場としてセミ

ナーを開催致し、毎回著名な方をお

迎えしご好評頂いております。ご興味

のおありの方は回覧にご案内をお入

れ致しておりますので、戸張までお声

をかけて下さい。三浦さんスピーチ楽

しみです！

◆相原聰会員／このたび４年をかけた大学院を無事卒業し

ました。修士論文は木造住宅の熱環境について作成しまし

た。３月２５日（日）ＮＨＫホールで行なわれた卒業式で学歌

を力一杯歌いました。研究の成果で社会貢献したいと思い

ます。

◆松川健治会員／三浦高義さん、本日はイニシエーション

スピーチたのしみにしています。花岡先生会長代行おつかれ

様です。

第258３回　2017年3月2８日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「４つのテスト」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間
幹事報告

・４月ロータリーレート1㌦１１６円

・台北七星RC訪問に際してのゴ

ルフプレーについて（４／２２）

・地区「新会員のつどい」について　

５／２０：藤沢商工会議所１７：００～

・５月家族会の日程が変更になり

ました。(変更前）５／１４(日）⇒　

（変更後）５／２１(日）

【ポスティング】

・次第・週報・三浦高義会員　イニシエーションスピーチ資

料・５５周年記念式典　慰労会について・第９回議事録・地区

　新会員の集いご案内　入会３年目までの会員

【回覧】

・地区　新会員の集いご案内　入会３年目までの会員

・第１８回ロータリー国際囲碁大会のご案内

・米山梅吉記念館　春季例祭について／館報

こんにちは。３月も今週で終

わり、いよいよ日本の国で一番

美しい季節、桜の花が咲く春が

すぐそこまできました。

旧暦、卯月、卯の花の咲く４

月。４月は新年度の始まる月

です。

旧ロータリーの３月の月間は

「識字率向上月間」でしたが、「水と衛生月間」に変わりま

した。

４月は「冊子の健康月間」に入ります。この月間は非常

に大切な月間と思われます。

世界中のロータリアンがこの目的に向かって取り込むに

値する大きなテーマであると思います。

さて、４月に入りますと台北七星ロータリークラブ訪問

でございます。３月１２日の当方の５５周年には台北七星か

らは３０名の会員ご家族に参加いただきました。林会長は

伊藤　健司　幹事

委員会報告

◆５５周年記念式典委員会

／長谷川衛委員

慰労会の件　場所「わさび」　

時間１８：３０　会費＠５０００／人

イニシエーションスピーチ
三浦　高義　会員

七星３０周年式典では４００名のお客様を招待すると言ってい

ました。

現在、伊藤幹事さんの話しでは、会員・家族で１５名の参加

だそうです。まだ今からでも参加が出来ます。多くの参加をお

願い致します。

今日の例会は欠席して誠に申し訳ありません。花岡会員に

は大変にご迷惑をおかけします。

商工会議所の議員例会、通常議員総会に出席致します。

最後に私たち年度も余すところ３カ月のみになりました。こ

こで再度、会員増強に全会員で強力に推し進めようではあ

りませんか。ご協力をお願いいたします。ありがとうございま

した。

スマイルボックス報告
松川委員長

卓話

花岡会長代行

ヘルスロード株式会社　（自然食品の店　ヘルスロード）
〒242-0021 神奈川県大和市中央 5-14-2-103
TEL：046-262-0020　FAX：046-262-5968　
URL：http://www.hrh.co.jp/

三浦高義（みうらたかよし）プロフィール

1975 年 3月　神奈川県大和市にて生まれる。大和生まれの大和育ち。

1987 年 3月　大和市立引地台小学校卒業

1993 年 3月　私立栄光学園高等学校卒業

1997 年 3月　早稲田大学理工学部建築学科卒業。

1997 年 4月　積水ハウス株式会社入社。商品開発と設計業務に携わる。

2001 年 5月　ヘルスロード株式会社入社。

2013 年 5月　ヘルスロードの2代目代表に就任　

家族　妻と娘（7歳）（2017 年 3月時点）
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出席報告
鈴木出席委員

お祝の報告
三浦親睦委員

皆出席祝い
戸張会員

誕生祝い
武田会員

ご夫人の誕生祝い
赤澤会員

戸張ソングリーダー

在席年数祝い　吉岡会員

在席年数祝い　伊藤幹事

例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

３月２１日（火）

３月２８日（火）

４月　４日（火）

４月１１日（火）

４月１６日（日）

４月１８日（火）

４月２５日（火）

第６回クラブフォーラム「手続き要覧発刊にあたり」

地区研修協議会

卓話：クラブ協議会「地区研修協議会を終えて」

台北七星ＲＣ訪問報告

籾山、赤澤、石高、田辺

古川、籾山、本田、宮東、馬郡、片山、田辺

4

7

87.88

76.67

29

28

２５８５

２５８６

２５８７

１２：３０

１２：３０

１２：３０

「やまと街中お気に入りお店大賞２０１４」
にて「大賞」を受賞。
２０１５年度は「殿堂入り」を受賞

料理教室や各種講習会を実施して
います（写真は油の話）

全国各地の生産地を訪問しています

宮東　悠　会長

本日 ￥１７,０００  累計 ￥６１２,６２３

◆宮東悠会員／今日の例会は欠席致します。商工会議所

の２９年度総会のためです。花岡先生、よろしくお願い致しま

す。

◆伊藤健司会員／今週末から球春到来です。ジャイアンツ

の応援よろしくお願いします。

◆花岡正会員／皆出席のお祝いありがとうございます。入

会時、イケメン獣医だった私も、今はこのありさまです。ロータ

リー歴３９年とても楽しい時間でしたが、岡田先生が私の紹

介者なんですよね！！

◆佐々木和夫会員／５５年式典アトラクションで上映したク

ラブの記録ＤＶＤが好評なのでコピーしました。ご希望の方

はスマイルをして、お持ち下さい。

◆古木通夫会員／春だ～！うれしいな！

◆長谷川衛会員／花岡先生会長代行ご苦労様です。

◆武田茂会員／誕生祝いありがとうございます。

◆鈴木喜一会員／大和ＲＣ周年記念式典、皆様お疲れ様

でした。又、ＤＶＤもありがとうございます。

◆赤澤多加志会員／妻の誕生日祝い、有難うございます。

現在の仕事に至る経緯や想い

父が創業したこの店 ( 会社 )を、継ぐ気はまったくありませんでした。

大学受験を目前にして、将来どの道に進もうか考えました。

初めは、漠然と建築家になろうと考えました。理由は、なんとなく響きがカッコよかった

から。正直、かなりミーハーな理由です。

大学時代に、建築家としての才能のなさを痛感し、建築家の道は断念。この段階で断

念するくらいですから、そこまでの強い志がなかったとも言えます。

断念したものの、街づくりや住宅には関わりたいと思い、住宅メーカーへ就職。住宅設

計のプロを目指すことに。

住宅の仕事は、面白いのです。それはもう、面白かった。ただ入社して３年も過ぎると、

やはり考える時が来ます。自分の道は、本当にこのままでよいのか、と。この時に、将来

がイメージできなかったんですね。うまく表現できませんが、要は、ピンとこなかった。

悶 と々しながら日々仕事を続けている中で、ある時気付いたのです。

住宅や建築も好きだが、本質はサービスの世界が好きなのだ、と。お客様とリアルに関

わりあう中で生まれる、喜びのやりとりが好きだったのです。ここに気付き、一気に視野

が広がりました。

色々なタイミングが重なった結果、気付いたら今ここにいました。

きっと、ＤＮＡに導かれたのでしょう。

「食」を意識し、選択し、それを伝える。

どうやら、生まれたときから身体に刻み込まれてきたようです。

自分の健康は、自分で守る時代です。

自然食品・健康食品や正しい健康情報の普及活動を通して、皆様や世の中のお役

に立てれば、と考えております。

◆戸張美穂会員／もうすぐ桜の便り

も聞こえてまいります！　当社でご経営

者向けの異業種交流の場としてセミ

ナーを開催致し、毎回著名な方をお

迎えしご好評頂いております。ご興味

のおありの方は回覧にご案内をお入

れ致しておりますので、戸張までお声

をかけて下さい。三浦さんスピーチ楽

しみです！

◆相原聰会員／このたび４年をかけた大学院を無事卒業し

ました。修士論文は木造住宅の熱環境について作成しまし

た。３月２５日（日）ＮＨＫホールで行なわれた卒業式で学歌

を力一杯歌いました。研究の成果で社会貢献したいと思い

ます。

◆松川健治会員／三浦高義さん、本日はイニシエーション

スピーチたのしみにしています。花岡先生会長代行おつかれ

様です。

第258３回　2017年3月2８日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「４つのテスト」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間
幹事報告

・４月ロータリーレート1㌦１１６円

・台北七星RC訪問に際してのゴ

ルフプレーについて（４／２２）

・地区「新会員のつどい」について　

５／２０：藤沢商工会議所１７：００～

・５月家族会の日程が変更になり

ました。(変更前）５／１４(日）⇒　

（変更後）５／２１(日）

【ポスティング】

・次第・週報・三浦高義会員　イニシエーションスピーチ資

料・５５周年記念式典　慰労会について・第９回議事録・地区

　新会員の集いご案内　入会３年目までの会員

【回覧】

・地区　新会員の集いご案内　入会３年目までの会員

・第１８回ロータリー国際囲碁大会のご案内

・米山梅吉記念館　春季例祭について／館報

こんにちは。３月も今週で終

わり、いよいよ日本の国で一番

美しい季節、桜の花が咲く春が

すぐそこまできました。

旧暦、卯月、卯の花の咲く４

月。４月は新年度の始まる月

です。

旧ロータリーの３月の月間は

「識字率向上月間」でしたが、「水と衛生月間」に変わりま

した。

４月は「冊子の健康月間」に入ります。この月間は非常

に大切な月間と思われます。

世界中のロータリアンがこの目的に向かって取り込むに

値する大きなテーマであると思います。

さて、４月に入りますと台北七星ロータリークラブ訪問

でございます。３月１２日の当方の５５周年には台北七星か

らは３０名の会員ご家族に参加いただきました。林会長は

伊藤　健司　幹事

委員会報告

◆５５周年記念式典委員会

／長谷川衛委員

慰労会の件　場所「わさび」　

時間１８：３０　会費＠５０００／人

イニシエーションスピーチ
三浦　高義　会員

七星３０周年式典では４００名のお客様を招待すると言ってい

ました。

現在、伊藤幹事さんの話しでは、会員・家族で１５名の参加

だそうです。まだ今からでも参加が出来ます。多くの参加をお

願い致します。

今日の例会は欠席して誠に申し訳ありません。花岡会員に

は大変にご迷惑をおかけします。

商工会議所の議員例会、通常議員総会に出席致します。

最後に私たち年度も余すところ３カ月のみになりました。こ

こで再度、会員増強に全会員で強力に推し進めようではあ

りませんか。ご協力をお願いいたします。ありがとうございま

した。

スマイルボックス報告
松川委員長

卓話

花岡会長代行

ヘルスロード株式会社　（自然食品の店　ヘルスロード）
〒242-0021 神奈川県大和市中央 5-14-2-103
TEL：046-262-0020　FAX：046-262-5968　
URL：http://www.hrh.co.jp/

三浦高義（みうらたかよし）プロフィール

1975 年 3月　神奈川県大和市にて生まれる。大和生まれの大和育ち。

1987 年 3月　大和市立引地台小学校卒業

1993 年 3月　私立栄光学園高等学校卒業

1997 年 3月　早稲田大学理工学部建築学科卒業。

1997 年 4月　積水ハウス株式会社入社。商品開発と設計業務に携わる。

2001 年 5月　ヘルスロード株式会社入社。

2013 年 5月　ヘルスロードの2代目代表に就任　

家族　妻と娘（7歳）（2017 年 3月時点）


