2019-2020 年度

第 2611 回例会
令和元年 8 月 21 日（水）晴れ

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
地区ガバナー／杉岡 芳樹（相模原 RC）
会長／東井 重和
幹事／𡈽屋 修
会報委員長／大澤 守門

会長あいさつ

点鐘

東井 重和会長

ロータリーソング

我等の生業
四つのテスト

司会進行

築城 忠生

二週間あいての例会となります。
先々週は長い梅雨が明け、急激な厳しい暑さに
とまどった時期でもございました。最近はほん
の少しですが暑さも和らいできたのかなと感じ
ております。
熱中症に対しても恐ろしい事例を数件うかがっ
ておりますので、経口水等準備して、健康管理
に十分気を付けて下さい。
そんな中ですが、24日(土)に親善野球大会を
予定通り開催いたします。今回は青少年奉仕委
員会主体で進めさせております。着々と準備は
進めておりますが、当日野球に参加していただ
く方と、かき氷等のお手伝いを進めていただく
方を委員会よりお声をかけさせて頂きますの
で、是非ご協力お願いいたします。
その委員会で、先日の日曜日に打合せをさせて
いただきました。会長・幹事と大澤副委員長と
松下委員４人でお話をしました。松下PGが自
ら１委員としてこの活動をボトムアップしてい
ただきました。ありがとうございました。
この先青少年奉仕委員会では、日展見学会、来
年にはダンスフィステバルが計画されていま
す。この委員会中心の活動を維持するように今
年度の目標に付け加えさせていただきます。
また本日この後、田村会員増強委員長の会員増
強会議を開催いたします。
そして、本日お客様がいらっしゃっております
が、これも何かの縁ではないかなと思っており
ます。楽しんでいっていただければと思ってお
ります。
最後になりますが、財団への寄付を皆さん宜し
くお願いいたします。

会長エレクト

高橋力様／伊勢原中央 RC 直前会長
柏木貞俊様／葉月香寿凰後援会会長
葉月雛丸様／葉月流 2 代目

お客様

2019-2020 年度／東井 重和会長

大谷 聰会員

今後の予定
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[第 2613 回]
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[第 2615 回]

卓話：仙波史生君
スポーツ振興基金贈呈式/理事会開催日
炉辺会合
ガバナー補佐訪問

幹事報告
・8/7
[第 2609 回] 卓話：堀口雅巳君
・8/14 [第 2610 回] 夏季特別休会
・8/21 [第 2611 回] 会員増強会議/田村貴寿委員長
★ガバナー事務所より
ハイライトよねやま
が配信されております。
・7/24
[第 2607 回]233
卓話：築城忠生君(直前グループ幹事)
・7/31 [第 2608 回] 納涼例会
★例会変更のお知らせ
・8/7
[第 2609 回] 卓話：堀口雅巳君
秦野中 RC
→ 移動例会
・8/14
[第 ９月
261027
回]日（金）
夏季特別休会
点鐘：１２時３０分
場所：北京館
・7/17 [第 2606 回] 卓話：松下 孝君(直前ガバナー補佐)
★伊勢原市交通安全対策協議会より
・7/24
[第 2607 回] 卓話：築城忠生君(直前グループ幹事)
令和元年伊勢原市交通安全対策協議会会長表彰の候補者の
・7/31
[第 2608 回] 納涼例会
推薦についての依頼が届いております。
・8/7
[第 2609 回] 卓話：堀口雅巳君
推薦期限：9/20(金)迄
★伊勢原市観光道灌まつり実行委員会より
・7/10
[第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
第 52 回伊勢原観光道灌まつり第
・7/17
[第 2606 回] 卓話：松下2 回実行委員会の開催につい
孝(直前ガバナー補佐)
てのご案内が届いております。
・7/24 [第 2607 回] 卓話：築城忠生(直前グループ幹事)
日時：8 月 23 日(金) 午前 10 時 30 分から
場所：伊勢原文化会館リハーサル室
・6/26 [第 2603 回] 納会(夜間例会)
第 52 回伊勢原観光道灌まつり催し物部会の開催についてのご
・7/3
[第 2604 回] クラブ協議会(会長・役員所信表明)
案内が届いております。
・7/10
[第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
日時：8[第
月 21
日(水)
・7/17
2606
回] 午後
卓話 2 時 00 分から
場所：いせはらシティプラザ 1 階ふれあいホール

お客様ご挨拶
＜高橋力様／伊勢原中央 RC 直前会長＞
カミラが１年間お世話になりましたというご挨拶で参りました。8/8（木）深夜 0 時 1 分のフライトで、伊
勢原 RC の皆様に大変お世話になりました青少年交換留学生のカミラが無事にイタリアに帰国しました。
伊勢原中央 RC、ホストファミリー、石田高校の友人、総勢 25 名が見送りました。涙涙のお別れでした。
話は変わりますが、24 日(土)に伊勢原市学童部と伊勢原 RC チームとの試合があります。お誘いを頂きま
したので、私も参加させて頂きます。
＜柏木貞俊様／葉月香寿凰後援会会長＞
第８回伊勢原花芸術火大会では伊勢原 RC より多大なご協賛、ご協力を頂きまして、事故なく無事に開催で
きましたことを改めて感謝御礼申し上げます。葉月流に関しましては、芸能事にも少子高齢化の波が来て
います。少子高齢化を嘆くのではなく、どうやって打ち勝っていくのかということがございます。そのため
には、皆さんお一人お一人がチケットを買っていただいて、公演を観に来ていただくことが、日本舞踊とい
う芸能文化を後世に伝えて行くという事でございますので、是非ともよろしくお願いいたします。
＜葉月雛丸様／葉月流 2 代目＞
本日はお時間を頂きありがとうございます。9/8 に伊勢原市民文化会館大ホールにて、葉月流創流 20 周年
の記念公演として祝舞という公演をさせて頂きます。皆様には日本舞踊はあまり馴染みがないかと思いま
すが、日本舞踊とは歌舞伎の踊りの部分だけを抽出したものとなっております。日本の無形文化財にも指
定された伝統文化になっています。後世に伝えるために、子供達にも日本舞踊を教えています。子供達が発
表する場も舞台上に設けておりますので、是非観に来て頂ければと思います。

スマイル報告

濵尾

ゆかり／スマイル委員長

東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／田中徹君／荒巻哲朗君／松下孝君／飯田隆三君／堂前慶之君／東学君／
外谷正人君／大澤守門君／田村貴寿君／加藤桂君／天野耕一郎君／熊谷勝利君／間壁みみ君／濵尾ゆかり君
[配偶者誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[お客様]

妻の誕生祝いありがとうございます。ちょっと年
は数えられなくなっているようです。それから、
来週の水曜日はシンガポールでのインフルエン
ザの国際大会参加のため欠席します。スマンで
す。ちなみに妻も同行します。

58 才になりました。年甲斐もなく今
年も真っ黒になっちゃいました。濵尾
さん、こんな私も、希望と目標をもっ
て人生楽しんでいますョ！

いつも大変お世話になりありがと
うございます。メークアップに来
ました。

秋山

出席報告

市川正孝君

築城忠生君

高橋力様 伊勢原中央 RC

哲也／ 出席・プログラム委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

出席率(％)

前々回修正出席率(％)

58

56

35

62.5

なし

MAKE UP
東井重和君・𡈽屋修君
→RI 会長ご夫妻歓迎会
井戸川秀治・東学君→平塚北 RC

委員会報告
＜天野耕一郎/ゴルフ同好会幹事＞
[第１回ゴルフ同好会コンペ]
9 月 23 日 (土)
: 伊勢原カントリークラブ
[地区親睦ゴルフコンペ]
10 月 7 日 (土)
: 相模原カントリークラブ
[第 2 回ゴルフ同好会コンペ] 10 月 31 日 (土)
: 清川カントリークラブ
・参加の可否をお知らせください。9/23 は伊勢崎 RC との親睦コンペでもあります。伊勢崎 RC からは 7 名、伊勢原 RC
からは 12 名、総勢 19 名の大コンペになっています。詳細は後日お知らせします。尚、暑気払いの参加もご検討お願い
します。
＜大澤守門/青少年奉仕委員会副委員長＞
24 日(土)鈴川球場で親善野球大会があります。8 時半集合、9 時開会式、9 時半〜試合開始。今回新しい取り組みとして
ホームランダービーをやります。楽しいイベントになるよう努力しておりますので、是非お気軽にご参加頂ければと思い
ます。

卓 話
田村

貴寿／会員増強・維持・分類委員長

会員増強会議

何故我々は会員増強しなければならないのか？
（手段）私達のクラブは「会員を増強する事」です。
（目的）「質の高い奉仕を実践し、クラブの伝統を創る」ことが目的です。
ひいてはそれが個々の会員の人生の充実につながると信じるからです。
阻害要因と対策
【阻害要因 1】新会員を勧誘するクラブの魅力、特徴が不明瞭
【阻害要因 2】会員増強手法が分からない 18％
上記２つで全体の 60％を占めています。

43％

会員増強・維持が継続される手法・仕組みの開発と実践！
【対策 1】（魅力・特徴説明）-- 魅力を伝えて（広報）+ マーケティング
PR シート（A４三つ折りリーフレット）を作成しました。
相手に直接手渡しして下さい。
アンケートも記入してもらって下さい。

【対策 2】（会員増強）-- 新規候補者リストを作成する。
このリストに基づき、候補者にアプローチして下さい。
新規候補者職業リストを作成する。
職業分類から先に候補を出し、その分野の人を入れたいという方向から候補者を選ぶ。
【対策 3】（会員増強・維持）-- 炉辺会合・ゴルフへの誘い
このステップで今年度は会員増強に努めたいと思っていますので、ご協力の程お願いします。

