2017-2018 年度 RI テーマ ：変化をもたらす 〜MAKING A DIFFERENCE〜
HIRATSUKA RC テーマ
：明るく 楽しく …そして誇りをもって！

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly
１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
会長 : 片野之万

副会長 : 清水 裕

2017 年 8 月17 日

幹事：三荒弘道

第 3115 回

会報委員長：馬上 晋

例会日
会 場
事務局
連絡先

週報第 3115 号

8 月 17 日

会員数 61 名

対象者 58 名 出席者 42(39) 名

出席率 68.85 %

前々回

7 月 2日

会員数 59 名

対象者 56 名 出席者 45(42) 名

出席率 76.27 %

本日の卓話者ご紹介
株式会社 玄
代表取締役会長

いで たかお

井出 隆夫様

卓話

創業 110 周年の進化

株式会社 玄
代表取締役会長 井出 隆夫

ライオンファミリーグループは、「お客様に喜ばれ愛さ
れる人づくり店づくり」
（経営理念）を行っていきます。
その為には、我が社は「永続すること」（企業目的）が
必要であり、また「お客様に愛される会社づくり」（社
是）ための「人づくり」も必要となります。
継続して「人づくり」を行っていくためには、スタッ
フが幸せを感じられ、定着して働き続けられる環境づ
くりが不可欠です。
これらを実現するために、我が社は「仁愛の心」をベー
スにした「大家族主義」での経営を行い、お客様に喜
ばれ愛されるスタッフの教育、「人材共育」を行い、い
つまでもパートナーシップを築ける環境を整備してい
ます。

MUP

1名

計

46

名

修正率

日

本

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

77.97 %

スタッフには、ぜひ高い夢や目標を持ち、グループ内
で自立し、物心両面での幸せを感じながら働き続けて
ほしいと願っています。

卓話者ご紹介
ライオンファミリーグループ代表
株式会社 玄 代表取締役会長 井出隆夫様
グループ店舗数 69 店舗
有限会社 光彩
創業明治 40 年
有限会社 テンフィート
経営理念
ビーホット
お客様に喜ばれ
ビーライフ
愛される
ビーボンズ
人づくり・店づくり
ビーミリオン
訪問理・美容サービス
株式会社 髪剪處 代表取締役社長
FC 店舗数 245 店舗
湘南ビューティーカレッジ （理容美容専門学校）校長
http://www.sb-college.jp
●生年月日 昭和 31 年 8 月 10 日
AB 型 獅子座
●出身地
●肩書

神奈川県
厚生労働大臣指定養成校

61 歳

平塚ロータリークラブ 週報 3115 号
湘南ビューティーカレッジ 校長
神奈川県知事認定職業訓練校
湘南ヘアスタイリスト学院 会長
全日本理美容健康保険組合 理事長
（一社）国際トータルビューティー協会 理事長
NPO 法人日本理美容技能協会 副理事長
一般社団法人日本まつ毛エクステンション
認定機構 副理事長
厚生労働大臣許可有料職業紹介事業所
ビューレックス 所長
全国理美容協同組合 理事
かながわ理容美容協同組合 理事
JUHA チャンピオンクラブ
平塚湘南ロータリークラブ 2005-06 パスト会長
社団法人 倫理研究所 平塚倫理法人会 副会長
ＮＰＯ法人 そだちサポートセンター 理事
神奈川県中小企業家同友会 会員
●公職

15:25
17:35

小田急ホテルセンチュリー相模大野
「フェニックス」にて大懇親会
18:00 開宴
19:00 閉会の言葉
18日は貸切バスが平塚駅北口の平塚NTT前
10:30集合でご利用できますので、
ご希望の方は申込書に丸印をご記入ください。
8月31日までの受付となっておりますが、早めにご連絡
をお願い致します。
◎地区米山奨学セミナー研修会のご案内
日時：8月26日
（土）13:30〜16:30
場所：藤沢商工会館ミナパーク 6階
米山記念奨学委員会委員長の柳川正人会員が出席され
ます。
◎来週の例会は親睦委員会より連絡がありました通り、25日
（金）夜間例会となりますので、
ご注意ください。

神奈川県 公安委員会 少年指導委員
平塚警察署 少年補導員
平塚市教育委員会 サポート委員長

委員会報告

●座右の銘 「目標こそ未来を築く」
●顕彰

・親睦委員会 委員長 小林誠
第67回湘南ひらつか花火大会」見学夜間例会の出欠は
本日が最終日となります。
日時：8月25日
（金）
18:00〜受付開始
18:30 点鐘
19:00〜20:00 花火打上
20:30 閉会
場所：平塚プレジール５F
「千寿の間」
参加人数：43名

ʻ86 年理美容総合芸術国際選手権大会総合
チャンピオン
神奈川県知事表彰 「神奈川の名工」
厚生労働大臣表彰 「キャリア支援企業」
厚生労働大臣表彰 「理美容教育」

●本部事務所 〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮 5-8-20
TEL&FAX 0463-53-1023
http://www.lion-gen.co.jp
E-mail:shonan@lion-gen.co.jp

1名

メークアップ（MUP)
清水孝一会員

幹事報告
◎2017-18年度 地区大会
会期
9月17日
（日）〜9月18日
（月/祝日）
第1日目 9月17日
（日）
小田急ホテルセンチュリー相模大野にて
12:30〜 会長・幹事会
14:30〜 指導者育成セミナー
17:30〜 晩餐会
常盤ガバナー補佐、
片野会長、三荒幹事、
桐本会員、升水一義会員が晩餐会に出席

◎ 馬上 晋

本日のスマイル

21名

ゲスト

1名

(株)玄

代表取締役会長

井出隆夫様
０名

ビジター
卓話・行事予定

第2日目のご案内を本日お配りいたします。
日時：9月18日
（月/祝日）
場所：相模女子大学グリーンホールにて本会議
スケジュール：
11:30 受付・登録
12:30 点鐘
クラブ会報委員会

各種表彰
点鐘

8月25日
（金）
8月31日
（木）
9月 7日
（木）
9月14日
（木）
9月21日
（木）

花火大会
平塚ライフセービングクラブ 副クラブ長 白井勇喜様
河野香様
桐本美智子会員 （出版記念卓話）
鎌倉まめや 桐山章伸様
現在ございません。

市内例会変更

○ 青山 紀美代

西村 裕子

清水 雅広

