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  -本日のプログラム -  

☆卓話例会 地区会員増強委員長 佐藤祐一郎様☆ 

-会 長 報 告 -  
○ガバナー事務所より 
・危険ドラッグ乱用防止活用グッズの件 
・基本的教育と識字率向上月間 リソースのご案内 
・2016-2017年度DDF方針説明及び 
  奉仕プロジェクト事例紹介セミナーのお知らせ 
 が届いております。   

-幹 事 報 告 -  
○例会変更 

・綾瀬春日 RC 

 9 月 9 日（水）→移動例会（新会員歓迎会） 

     場所：大和北京飯店 点鐘：18 時 30 分 

 9 月 23 日（水）→祭日休会 

 10 月 21 日（水）→移動例会（コスモス例会） 

     場所：綾瀬綾南公園 

・大和中ＲＣ 

 ９月 10 日（木）→取り止め例会 

（クラブ定款第 6 条第 1 節 C による） 

 ９月 24 日（木）→夜間移動例会 

     場所：崔さんのお店 点鐘：18 時 30 分 

 10 月 22 日（木）→25 日（日）地区大会に振替 

 10 月 29 日（木）→夜間移動例会 

     場所：大和北京飯店 点鐘：18 時 30 分 

○週報 

 寒川 RC 

                 が届いております。  

―ゲストビジターの紹介― 

ディズニー君，ようこそいらっしゃいまし

た。 

勉学に頑張ってください。 

 

         

 

                   

 
                   
 
 

地区増強委員長の佐藤祐一郎様，よう

こそいらっしゃいました。 

卓話よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員候補者の五十嵐直樹様，ようこ

そいらっしゃいました。 

当クラブの例会の雰囲気を楽しんでく

ださい。 

入会を心待ちしております。 

 

 

 

 

-委 員 会 報 告 -  
［鈴木八四郎 ロータリー財団・米山

記念奨学委員会担当理事］ 

米山梅吉記念館視察見学会について，

９月３０日という月末でお忙しい時期

ですが，たくさんの方のご参加お待ち

しております。 

参加費３０００円で予定しております。 

 

 

 

 

-ロ ー タ リ ー の 友 紹 介 -  
 

［星野一輝会員］ 

初めての「ロータリーの友」紹介とい

うことでしたが，事前にしっかり読み

込んでいることが伝わってくる紹介で

した。 

星野会員が熟読した上で心に残った文

章を紹介してくれました。次回も楽し

みにしております。 

 

 
-会 員 誕 生 -  

小松尚久会員，お誕生

日おめでとうございま

す。４７歳になったそ

うです。奥様も誕生日

の花束が届いたそうで，

重ねておめでとうござ

います。 

山口光正会員，お誕生

日おめでとうございま

す。ロータリーで２７回目のお誕生日ということでした。山口

会員は出席免除会員となりましたが，出席し続けると力強く宣

言されました。 
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―卓 話― 
  

 地区増強委員会委員長佐藤祐一郎様 

ご承知のように私のクラブは増強に成功し

ているクラブとは言い難いクラブで，私が

皆様の貴重な例会時間を拝借するのは如何

かという思いと，その時間を使って協議会

やフォーラムを開催し，新会員獲得の具体

的な方法に着手して頂きたいという思いか

ら，本年度はなるべく卓話はお断り致して

おりました。是非とも近々に候補者選定か

ら勧誘までの方法をご検討頂き，実践に取

り組んで頂けることを期待致しております。 

（１）月間の名称変更 

 2015 年 1 月のＲＩ理事会「Membership and Extension Month」

から「Membership and New Club Development Month」に変更

を決定。 

（２）会員数の現況（現在確認取れている数） 

 6 月末 2333 名 2014-15 年度 256 名入会 201 名退会 55 名増 

         2013-14 年度 227 名入会 137 名退会 90 名増 

 本年度既入会数 23 名 各クラブの目標総計 200 名以上 

（３）何故増強が必要か？ 

 クラブ クラブの維持 クラブ活性化 リーダーの育成 

 地区  地区の創設：60 クラブ 2100 名（10 年以内に 75 クラ

ブ 2700 名）  33 クラブ 1100 名未満で地区変更可能

（過半数の反対で不能） 

 ゾーン 現在３ゾーン 他国と統合があるとＲＩ理事を毎年出せない 

 ・増強セミナーで「増強も奉仕」との話がありました。ロータリア

ンであることの誇り，幸福感，素晴らしさを友人や知人に伝え，共有

できるようにすることは奉仕そのものであるとのこと。本年度のテー

マは「世界へのプレゼントになろう」です。プレゼントとなるロータ

リアンを増やすことは間違いなく奉仕だと思います。 

（４）何故減少するのか？ 

  クラブの魅力，ロータリーの魅力，モラル，規範（ノブレス・オ

ブリージュ）の欠如による。理念のない組織の衰退。認知度低い。対

価に対するメリット（異業種交流，奉仕に特化した団体の存在）。 

（５）何故入会するのか？ロータリーの魅力，特徴は何か？ 

高い敷居は跨ぎたくなる。ロータリアン一人一人の魅力（奉仕，親

睦，多様性，高潔性，リーダーシップ…戦略計画中核的価値観はロー

タリアンの特徴）。多様な奉仕活動。仲間（週一の例会で培われる濃

密な人間関係こそが全ての基本）。 

（６）どうしたら増強・維持できるのか？ 

  魅力あるクラブ。魅力あるロータリアン。入会したら必ず喜んで

もらえるという確信。コンセプトの見直し。地域密着。ロータリー

家族。」 

※会長，増強委員長のテンション，パッション，アクションの重要性 

※なるべく多くの人に接触し，多くの人に例会に来てもらう。（伺う

よりも来てもらう。）全会員が一人以上例会に友人を連れてくる。ど

んな人が来るのかあらかじめ告知して，皆で歓迎する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

※紹介者シートの作成。会員候補者速報を頻繁に出し，情報を共有す

ると共に，会員全員の増強への関心を高める。 

※近隣クラブ同士の取り合いでなく，譲り合って協力する方が効率的。 

※欠席が続く会員には積極的に連絡，接触する。「火の用心作戦」。 

※入会後のケアを大切にする。 

以上雑駁でしたが，半期終了時点で増強の進捗状況を検討し，目標の

再設定や方法の見直しの実行を最後にお願い申し上げます。 

 

―ス マ イ ル― 
★クラブのスマイル 

［小島会長・佐々木副会長・城所会長エレクト・ 

山本幹事・建部副幹事］ 

地区増強委員長佐藤祐一郎様，ようこそいらっし

ゃいました。当クラブの増強につながるヒントが得

られたらと期待しています。 

新会員候補の五十嵐直樹様，ようこそいらっしゃ

いました。会員一同，心待ちにしていました。 

ディズニー君，ようこそいらっしゃいました。涼しくなり，勉学に

励める季節となりました。大いに頑張ってください。 

［会員維持・会員増強委員長 山口光正会員］ 

 本日は大変お忙しい中，地区会員増強会員維持委員長の佐藤様，卓

話においでいただきありがとうございます。 

［西村弘司会員］ 

 地区会員増強委員会，佐藤委員長，本日はようこそおいで下さいま

した。卓話よろしくお願い致します。 

［西厚夫会員］ 

 地区会員増強・会員維持委員長の佐藤様，ようこそいらっしゃいま

した。私は本年度は職業分類を担当しております。本日は会員増強に

ついて宜しくご指導の程お願い申し上げます。 

［ＳＡＡ中野正義会員］ 

本日は地区会員増強・会員維持委員長，津久井中央ＲＣ佐藤祐一郎

様卓話よろしくお願いします。新会員予定者の五十嵐直樹様ゆっくり

していってください。 

［和田吉二会員］ 

笹生さん，先日はおいしい落花生をいただきまして，ありがとうご

ざいました。 

［星野一輝会員］ 

 本日は，「ロータリーの友」の紹介を仰せつかりました。貴重な機

会を頂き，誠にありがとうございます！感謝の気持ちを込めましてス

マイルさせていただきます。 

［川添勝憲会員］ 

 山崎さん，写真ありがとう御座居ました。又ここのところいろいろ

所用の為に例会を休んでしまい申し訳なく思っています。 

［小松尚久会員］ 

 本日は私と妻のお祝いを頂き，有難うございます。 

今後ともご指導ご鞭撻の程，よろしくお願いします。 

［山口光正会員］ 

 本日は，誕生祝をしていただきありがとうございます。ロータリー

に入り２７回目のお祝いです。 

     

  ―例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

９/９ 181７回 卓話例会 クラブ管理運営委員会  

    44     ７ 

9/16 1818 回 ガバナー補佐訪問 会長  

9/23 祝日のため休会   出 席 率 前々回修正出席率 

9/30 1819 回 卓話例会 星野一輝会員 クラブ管理運営委員会  

   82.05 ％    81.08 ％ 

10/7 1820 回 ガバナー公式訪問 会長  

 


