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髙 橋　　浩
滝 澤　　勇
鈴 木 茂 男
前 島 憲 司
小 林 秀 男

2018～2019　国際ロータリー会長　バリー・ラシン

インスピレーションになろう

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　髙橋　浩君（23日）

＊会員誕生日
　髙野昌伴君（21日）
　石村哲也君（27日）

＊夫人誕生日
　滝澤　勇君
　（裕子夫人23日）

＊入会記念日
　米山尚登君（H13.8.21）

点鐘　…髙橋　浩会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

地区会員増強・会員維持委員会 副委員長
櫻田　敬様（平塚北RC）

地区会員増強・会員維持委員会 担当副幹事
三澤京子様（寒川RC）

地区会員増強・会員維持委員会 委員
和田幸男様（茅ヶ崎RC）

地区会員増強・会員維持委員会 委員
木村隆也様（小田原RC）

ルイ ツ リンさん（米山奨学生）

第2803回例会（8月7日）☆司会　石村哲也 副SAA

今日の例会（2018 年 8 月 21 日）

「納涼親睦例会」
担当：親睦活動委員長 栗原良幸君

次回の例会（2018 年 8 月 28 日）

「自己紹介」
担当：黄金井陽介君
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会長報告

◎ガバナー事務所　より
・地区大会

第1日10月13日（土）鎌倉パークホテル
第2日10月14日（日）茅ヶ崎市民文化会館

本会議　点鍾　12：30
大懇親会　17：15 ～　茅ヶ崎市総合体育館

◎厚木市役所　より
・厚木市日本中国友好協会設立35周年記念祝賀会

のご案内
平成30年9月23日（日）午後１時開会
レンブラントホテル厚木　会費　7,000円

・共同募金運動街頭募金への協力について（お願い）
◎座間RC　より

・青少年交換留学生の支援金のお願い

委員会報告

◎社会奉仕委員会
8/5のあゆ祭り後の清掃活動に多くの人に集って
頂きありがとうございました。

スマイル

櫻田　敬様・三澤京子様・木村隆也様・和田幸男様
地区会員増強・会員維持委員会より卓話でおじゃま
致します。素晴らしい会場で厚木RCの皆様と良い時
間を共有させて頂きます。宜しくお願い申し上げ万
寿！

髙橋　浩会長・鈴木茂男幹事
地区会員増強・会員維持委員会 櫻田副委員長様、三
澤担当幹事様、木村委員様、和田委員様、本日はお忙
しい中ご来厚ありがとうございました。三澤京子寒
川RC会長様、卓話よろしくお願い致します。早嵜慶
一郎さん、金井良雄さん、ご入会おめでとうございま
す。今後ともよろしくお願い致します。

黄金井康巳君
早嵜さんの入会おめでとうございます。早くロータ
リーに慣れて、ロータリーを楽しんで下さい。

西嶌洋一君
事業所開設と入会記念のWでお祝いをいただきました
のでスマイルします。税理士を開業して48年、又、ロー
タリーに入会して24年となりました。

小林　透君
金井さん、入会おめでとうございます。活躍を期待し
ています。

髙橋　宏君
本日の卓話、地区の皆様よろしくお願い致します。
又、本日会員誕生日のお祝ありがとうございます。
13日で60才となります。これからもがんばります。

西迫　哲君
三澤さん本日はようこそ。厚木RCにお越し下さりあ
りがとうございます。卓話楽しみにしております。

前島憲司君
こんにちは、お寺に修行に行っていたり家族で海外
に行っていたりで、副幹事になって早々 2回連続例会
欠席してしまいました。そういうわけですがスマイ
ルします。

中和信治君
金井さん、本日より入会おめでとうございます。厚木
ロータリーはとても楽しい所ですよ！

早嵜慶一郎君
本日より厚木ロータリークラブに入会させていただ
きました。早嵜慶一郎でございます。よろしくお願い
します。

森住　等君
本日所用の為早退いたします。

内山全浩君
本日、所用の為、早退いたします。

近藤憲司君
申し訳ございませんが、所用により早退させて頂き
ます。

今日のお花

百合（三澤京子様）
カーネーション（髙橋　浩会長）

カサブランカ（壽永純昭君）
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卓話 「会員増強・新クラブ結成推進月間」

担当：会員増強委員長 髙橋　宏君
講師：地区会員増強・会員維持委員会 地区副幹事 三澤京子様

会員増強活動（または会員維持活動）の前提を整理する事からはじめる
①会員増強活動の成果・結果が、偶発的にあがる事はない！
②即効性の高い、会員増強手法、テクニックはない！
③会員増強活動の工夫・改善に正解はない！
魅力あるクラブを創ること！会員増強・維持活動を継続的に実践するこ

とはクラブ運営の両輪！

会員増強（維持）活動の最短ルートは、遠回りの様でも、当たり前なコト
（凡事）を、当たり前に継続（徹底）することに尽きる！

入会予定者リストの共有
入会予定者リスト作り入会予定者リストの共有
入会予定者への接触＆面談の実践
接触交渉のチェックとリストのスクリーニング
※入会予定者に接触＆交渉するための準備・阻害要因
・ロータリーと他の奉仕団体との違いは整理されているか？
・クラブの魅力、特長は明確かつ整理されているか？
・他ロータリークラブとの違いは明確かつ整理されているか？
・対象となる入会予定者への期待事項は検討されているか？

理事役員会 議事録

日時：2018年8月7日（火）　13：40
会場：厚木商工会議所　302号室
1．会長挨拶  髙橋　浩 会長

2．例会行事
8月度例会
7日（火） 会員増強及び拡大月間 会員増強委員長 髙橋　宏 会員　例会後理事役員会

14日（火） 休会
21日（火） 納涼親睦例会 親睦活動委員長 栗原良幸 会員
28日（火） 卓話 黄金井陽介 会員
9月度例会
4日（火） ロータリーの友月間 雑誌、広報、年史委員長 和田勝美 会員　例会後理事役員会

11日（火） 卓話 戸谷宣之 会員
18日（火） 卓話 髙野昌伴 会員
25日（火） 卓話 近藤憲司 会員

3．議題
①例会行事について
②8/21 納涼親睦家族移動例会　参加者予定人数　53名
　10/16職業奉仕、親睦活動合同移動例会　　　概略説明
③その他
　Ⓐ10/14地区大会の案内
　Ⓑ欠席連絡の例会前日15時30分まで事務局にファックスか電話で必ず連絡の徹底
　　最近　無断欠席が目立つので、例会準備の都合上よろしくお願いいたします。
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８月４日　END POLIO NOW　募金活動

８月５日　あつぎ鮎まつり後早朝清掃

・対象の入会予定者への、効果的な接触方法は検討されているか？
・時間的な阻害要因を解除する制度・殺し文句はあるか？
・年齢的な阻害要因を解除する制度・殺し文句はあるか？
・金銭的な阻害要因を解除する制度・殺し文句はあるか？
・人脈的な阻害要因を解除する制度・殺し文句はあるか？
会員増強（維持）活動を凡事徹底をすれば、新たな課題が見えて、クラブ独自の会員増強（維持）の手法・やり方が

見えてくる。
入会予定者リストに載らない、潜在的な会員候補を発掘したい
クラブ運営の仕組みを改善し、より効率的に会員候補を発掘したい
制度の見直しにより入会のハードルを下げたい
クラブの存在価値を高め、入会したいと思う人が増える状態を目指したい
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出席報告　＜会員 42 名、出席対象 39 名＞

7 月 24 日例会　　確定出席率 94.44％ 8 月 7 日例会　　出席 35 名　欠席 5 名　出席率 89.74％
＜事後メイク＞
　西迫　哲君（8月4日／ END POLIO NOW）

＜事前メイク＞
　市川信也君（8月4日／ END POLIO NOW）
＜欠席＞
　高橋孝道君・髙橋伸一郎君・前田賢一君・丸田隆弘君

新会員紹介

ふ り が な かない　よしお
氏 名 金井　良雄君
生 年 月 日 昭和40年7月19日
事業所住所 厚木市林 1-12-5
推 薦 者 中和信治君
勤 務 先 ㈲エムワイオート 職業分類 商業銀行

新会員紹介

ふ り が な はやさき　けいいちろう
氏 名 早嵜　慶一郎君
生 年 月 日 昭和41年1月11日
事業所住所 厚木市中町 3-13-1
推 薦 者 黄金井　康巳君
勤 務 先 ㈱レンブラントホテル厚木 職業分類 都市ホテル




