
日付 時間 回数 プログラム内容 

2月 5日 12:30 2662  第５回クラブフォーラム（国際奉仕、姉妹友好クラブについて） 

2月10日 13:30 2663  第６グループ ＩМ 移動例会 (レンブラントホテル厚木) 

2月12日    取止め例会（祝日週：建国記念日） 

2月19日 12:30 2664   第5回クラブ協議会「ＩМを終えて」 

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

1月 8日 32(8) 前々回 29 93.55 2  森川,籾山 

1月22日 32(8) 前回 25 80.65 6  籾山,本田,石高,森川,戸張,三浦 

1月29日 32(8) 本日     

スマイルBOX  本日  \23,000  累計￥350,020 

委員会報告

親睦委員会／上田英信委員 

２月７日（木）に、川本会員と原田会員の入会を歓迎

すべく、歓迎会を開催致します。皆様奮ってご参加頂

きますようお願い致します。 

 

親睦委員会／田辺研一郎委員 

来る２月２３日、バス旅行を企画しています。曽我梅

林、金井酒造見学の予定です。参加費は6,000円の予

定です。皆様ふるってご参加下さい。ご家族の方もご

参加下さい。 

◆古川毅会長／会員の皆さん、お元気でしたか！！

ホンダ プレミア ワークスの本田真一様ようこ

そいらっしゃいました。本日の卓話楽しみにして

おります。2月10日はインターシティミーティング

です。たくさんの皆さんが出席されることを期待

しております。1/11時点で17名の出席と報告され

ています。 

◆小金澤和夫君／皆様、お元気ですか。先週の日曜日

に孫娘が、元気な赤ちゃんを産んでくれました。喜

んでいますが、振り返ってみますと、ひ孫になりま

す。今年から、ひいじいちゃんです。宜しくお願い

します。 

◆古木通夫君／冬の間は、ヤブガラシ退治！頑張っ

ています。 

◆籾山豊君／私と妻の誕生祝いありがとうございま

した。 

◆増正之君／1.本田真一様よくいらっしゃいました。

卓話よろしくお願い致します。2.伊藤健司会員の奥

様 昭子様、ご長男 大智様楽しんでいって下さ

い。 

◆伊藤彦二君／本田真一様、本日の職業奉仕の卓話

楽しみしています。②先日の手術は成功いたしま

したが、術後肺炎などの合併症が発生してしまい

数日退院が遅くなってしまいましたが無事退院で

きましたのでスマイルいたします。 

◆伊藤健司君／本田真一（マサカズ）さん、ゆう子さ

んお忙しい中、卓話にお越しいただきありがとう

ございます。本日は家族そろって勉強させていた

だきます。 

◆相原聰君／本日、岡田先生から、「よい顔をしてい

る」とお言葉を頂きました。ありがとうございま

す。本田真一様、奥様、本日はようこそいらっしゃ

いました。卓話を楽しみしておりました。よろしく

お願い致します。 

◆田辺研一郎君／2月23日の日帰りバス旅行を企画

しました。大勢の皆様のご参加をお待ちしており

ます。 

◆石井規子君／本日は、たくさんのお客様がいらっ

しゃってとても嬉しいです。本田ファミリー、伊藤

健司ファミリーおいで下さいましてありがとうござ

います。時間があればいつでもウエルカムです。 

 【大和ロータリークラブ活動方針： 素晴らしい奉仕を思いやる心と触れ合いで生かそう】 
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 古川  毅   幹 事 / 花岡  正 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 伊藤 彦二   副幹事 / 松川 健治 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

第 2660回 2019年 1月 22日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君               Ｓ.Ｌ.  / 上田 英信 君  
斉  唱 / 「我等の生業」   

ゲ ス ト  /  本田 真一様(Honda Premier works 代表取締役)、奥様 木綿子様 

       伊藤健司会員 奥様 昭子様 ご長男大智様 

ビジター  /  なし 

古川 毅 会長 『例会と出席』 
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 花岡 正 幹事  幹事報告 
報告事項 

・会費の納入をお願い致します 

・川本さん原田さん歓迎会が2/7（木）18：30～アン 

 キーオで行います   

・IM：2/10（日）14時点鐘 レンブラントホテル厚木 

 

 

ポスティング 

・次第・週報・卓話者略歴・歓迎会のお知らせ 

・ガバナー月信 

・大和中RC40周年記念式典出席者の方に、記念誌 

回覧 

・家族会出欠表・ハイライト米山・大和中RC記念誌 

・ロータリーカタログ 

1.  例会と例会場 

毎週1回、クラブ細則で定められた日時、場所で開くこ

とを例会と呼びます。例会場はいかなるロータリアン

もゲストも迎え入れるべき公式な会合の場所として、

国際ロータリーの公式名簿に記載されており、例会場

はクラブの所在地域内に設けるべきとされています。 

2. 例会出席 

例会出席は、正会員の最も基本的な責務で、会員がお互

いに胸襟を開いて親交を深め、奉仕を語り合う機会で

す。会員は、クラブで定めた前半・後半の6か月間に、

自己の所属クラブでは、それぞれ30％以上出席、且つ、

年間の通算の出席率は出席補填を含めて50％以上で

あることが必要です。又例会は、1時間ですが、少なく

ともその60％は会場にとどまる義務があります。 

3. 出席の補填（メークアップ） 

所属クラブの例会に出席できなかった場合には、例会

前後の14日以内に他のロータリークラブに出席する

か、理事会が承認した各種活動、行事、すなわち、ロー

ターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー

地域社会共同隊、ロータリー親睦活動例会、RI国際大

会、国際協議会、各種ロータリー研究会、会合、地区の

各種委員会、インターシティミ－ティング、への出席で

補填することが出来ます。また、他のロータリークラブ

のウエブサイトで平均30分参加が義務づけられてい

る相互参加型の活動に参加する事や会員が14日以上

の海外旅行の途中で他国の例会に出席した場合には、

期間に拘束されずに海外旅行中の欠席した例会の補填

に有効とみなされます。転勤による長期欠席の場合は、

転勤先の指定ロータリークラブと所属ロータリーの合

意が有れば、ホームクラブの出席と同様に扱われます。

出席補填は、訪問先での出席証明を受取、自クラブに郵

送または直接幹事に堤出または申告することで完了し

ます。 

 4. ニコニコ箱（大和ロータリーはスマイルBOX ） 

ロータリーには、会員を始め会員の家族、親族、事業所

などで喜びや、祝いごとがあった時に、スマイルBOX

に寄付をいれる習慣があります。個人の自発的な寄付

行為なので、自由であり強制ではありません。スマイル

BOXへの寄付は、一般には、奉仕活動基金に使用され

ています。 

ニコニコ箱の元祖は、大阪ロータリークラブの「罰金

箱」から始まり、その後「良心箱」とも称しましたが、

今では「ニコニコ箱」という呼び名が定着し、現在では

他の地区でも多く利用されています。 



本日の卓話 

例会司会 相原 聰 君 

【卓話者略歴】 

1978年神奈川県生まれ。1999年に渡仏し美容師として勤務後、渡英しヴィダル・サスーン・ 

ロンドン校へ入学。ヘアスタイリストとしての経験を積んでいくなか、2005年より世界のフ 

ァッションシーンにて第一線で活躍するトップスタイリスト・Peter Gray氏に師事する。 

彼の右腕としてヴィヴィアン・ウエストウッド、ポール・スミス、エルメスなど100本以上の 

メゾンコレクションやヘアショー、ファッション誌などに携わり、チームディレクターとして 

活躍する。 2011年より本帰国後は、Honda Premier worksの代表取締役を務め、自身のサロン「HONDA・AVEDA 

hair&spa」をオープン。父親が大和本店をはじめ神奈川県に6店舗を展開する、昨年60周年を迎えた老舗ヘアサロ

ン・Honda Premier Hairの専務に就任し、次期3代目として運営に携わっている。2013年よりAVEDA JAPANのクリエ

イティブディレクターに就任後は、メゾンブランドのコレクション・ファッション／ビューティ誌・広告・セミ

ナー・ヘアショーなど、各媒体で活躍。 

こんにちは本田真一と申します。父の本田誠一が大変

お世話になっております、父がこのロータリークラブ

に入ってから丸くなった様な気がします。「人とのつ

ながりによって未来や、考え方、そして世界が広がっ

ていく」と言っております。この場に立てていること

がとても嬉しく思っております。初代本田三吉（祖父）

が１９５８年に大和の上草柳に理美容を創業し、当時

のお店にはカットの席が２席で小さなお店からス

タート致しました。現在は２代目の本田誠一が７店舗

に拡大７０名の従業員がおります。理美容を通じて地

域に愛される本田ブランドというものを掲げて６０

年おかげさまで従業員も元気でお客様も沢さん来て

下さっています。そして僕は３代目本田真一として生

まれました。生まれた時から父は大活躍していました

ので周りからお父さんすごいから大変だよ、将来どう

するの？等プレッシャーはありましたがおかげさま

で元気な10代を過ごしました。10代の時はやんちゃで

外国人になりたいという思いもあり、でも継いでいか

なければならないなどの思いがあった中10代の時に

渡仏致しました。憧れていた海外に行ったけれども差

別もあり、元気だった私が落ち込んで歩いていたら、

パリのカメラマンの人が「お前のその顔落ち込んでる

から絵になるから写真撮らせてくれ」と言う事もあり

ました。これからどうしようか？そしてこれからどう

ありたいのか？どう生きたいのか？どうすべきなの

か？悩んでいました。 

ロンドンで、ヴィダルサスーンというインターナショ

ナルの学校に行きました。そこで大きな出会いがあり

ました。父にすごい影響を受けているのですがピー

ターグレイスという世界のトップヘアアーティスト

の方に出会いました。素晴らしい方なのですがアー

ティストと言う事もあり気性も荒く、いつも怒られて

いました。仕事は多方面でハリウッドの映画やパリの

コレクションや撮影等世界中を飛び回り、その右腕と

して彼と共に戦っていました。まだまだの自分が世界

のトップに触れる大きなきっかけとなりました。大き

な舞台以外にも美容関連の製品や髪の毛や頭皮の研

究、健康の研究などの勉強もしました。トップを目指

す方たちが何万人もいる中で、日本人として戦いまし

たが中々上に上がることが出来なかった。小さいころ

から芸術に触れている世界のエリートの方たちも沢

山いました。そのなかで自分が何を生かしていけば世

界に通用することが出来るのか考えていくと自分の

生まれ育ったところに帰ってきました。若いころは外

国に目が行き外の事ばかり考えていましたが、生まれ

育ったこの環境から何を得てきたのか？振り返りを

していく中でアートなどの部分は弱かったのですが、

ちょっとした気遣いや遊び心等を売りにしていきま

した。その結果ニューヨークで初めてヘアスタイリス

トとして活動することができ、アーティストとして念

願の夢が叶いました。13年ほど経過したのですがアー

ティストとしてアメリカ、アジア、ヨーロッパの中で

活動できるようになりました。このような世界で働く

ことが憧れでもあり夢でもありましたが、そこでだか

らなんなんだ？という考えにぶつかりましたこの世

界は刺激的で毎日が戦いではあるのですが、何のため

にやっているのか？いままでは自分の為にしかやっ

てこなかったのでこれからどうしようかという悩み

にまた入っていきました。 

アヴェダというメーカーに出会いまして、アヴェダと

いうのは地球環境を大事にしていて、ただただ美しい

ものをつくっていくだけではなくて、心からきれいに

していかなくては人は美しくならないという本質的

な考え方があります。そのアヴェダが日本でサロンを

開くと言う事で、美容室を開くために帰国致しまし

た。 

辻堂のテラスモール湘南にＨＯＮＤＡ・ ＡＶＥＤＡ 

hair&spaとしてオープンさせていただきました。

オープンしてから10年ほど経ちますが自分の世界、

自分のスタッフ、自分のお店を持ってこれからはＨ

ｏｎｄａの３代目として未来をどのように考えてい

くのかというところをお話ししたいと思います。 

Honda Premier works 代表取締役 本田 真一(Masa Honda）様 

本田真一様は当クラブ本田誠一会員のご子息ですが、その活動は本田誠一会員に「出藍の誉」

と言わしめる程にワールドワイドに活躍されています。 

来年から５Ｇといって通信速度が速くなるのです

が、世の中がどのようになっていくのか映像をご覧

ください。 

（映像）（ネットワークが速くなることでＶＲという

機械を使用して映像を通して世界中旅をしたりする

疑似体験が可能になり、買い物まで出来る） 

（映像）（診察など家にいながら受診ができる、外国

の言葉がその場で翻訳可能になり話すことが出来る、

その場にいない人を映像でその場にいるような体験

ができる） 

このようにネットワークが速くなり自分の職業とし

て何ができるか考えています。 

3代目としてこの大和の地域文化に新しい美しさを想

像していくと言う事を今考えております。方向性とし

ては環境意識のきっかけから新しい概念、システム、

サービス、デザイン、価値を生み出す従業員が育ち社

会の模範になるようなブランドを目指していく。自分

たちの考え方、価値観を変えていき働く形やアイデア

や人との付き合い方なども社会の見本になるような

職業を作っていきたいと思います。理容師、美容師は

どうしても体に悪いイメージがあります。夜遅くまで

仕事をしているとか休みがないとか手が荒れている

とかありますが美しいものを創り出している職業と

いう印象を強く作っていきたいなと思います。軸にし

ていこうと考えているのが美・健康・地球環境という

ものを3本柱として考えております。地球環境は温暖

化やプラスチック海に浮いている問題など聞くとは

思いますが地球の資源が残り４５％まで減ってきて

いるようです。あまり地球に目を向けるということは

なかったのですが地球上に生かされている中でもっ

と地球環境を仕事を頑張ることでよくしていくと言

う事は絶対的に必要なんだなと思っております。健康

はスタッフの健康、お客様の健康を考えデザインを考

えていく。美に関しては地球環境、健康を軸にどんな

美しさを創って」いけるのか。例えばカラーやパーマ

は髪の毛が痛むイメージがありますが逆にカラーや

パーマをかけることで髪が良くなっていくような可

能性はないのかなど考えています。その3本柱の中か

ら技術、サービス、新しい概念などスタッフと共に考

えていこうと思っています。 

車で例えるとプリウスは環境や健康や安全もデザイ

ンも美しい考えられた車です、プリウスは良い車だと

は思いますが、コンテストに参加や新しいことにチャ

レンジしていくこと（スピードに挑戦、エンジンの限

界に挑戦してエコノミーな車を作っていく考え方）を

車で例えるとスポーツカーになります。美と健康と地

球環境チャレンジしていくことそんな中から考えて

いく技術、サービス、概念を通して新しいものを生ん

でいこうと思っています。 

（映像）今までなかった新しい概念、価値の紹介 

この映像はスポーツカーからエコノミーの車を生み

出していくというアウディのＣＭです。 

すごく斬新な発想だと思います。そこで生み出された

車のような理美容室を売り出していけないか（プリウ

スとスポーツカーの良いところを持つ車安全性もよ

く、価格も抑えながら、美しいデザイン。） 

それがなんなのかというところを模索中でチャレン

ジしているところです。車で説明した価値観ような

ものをＨｏｎｄａでもやっていきたいと思っていま

す。サラダでいうならばジョナサンのサラダ420円、

ニコライバーグマン旬のサラダ1400円、スペインの

エルブリ旬のサラダ5200円どれもよく考えられてい

ると思いますが、真ん中の1400円のサラダを出せる

お店になれればよいかなと思っていますが時にはエ

ルブリの5200円のエルブリのサラダを作れたり、エ

コノミーなジョナサンのサラダも作れるようなサラ

ダで例えて少しわかりにくいかもしれませんがその

ようなことを考えています。これから3代目としてど

んどんスタッフと共に頑張っていくつもりですがま

だまだ形にはなっていないので口だけになってし

まっていますがこれからこの若い力とスタッフと大

和の地域を活かして、この大和に新しい文化、美し

さを創造していきたいと思っております。以上です

ご清聴ありがとうございました。 

本田真一様  古川毅会長 

奥様 木綿子様

と共にお見えに

なりました 

伊藤健司会員  

奥様 昭子様  

ご長男大智様 

ご家族で例会出席も

良いものですね 


