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2013 年 9 月 26 日（木） 第２５９６回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 12
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱「それでこそロータリー」

◇米山奨学生へ奨学金授与

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「会員増強・維持・退会防止について」 入澤初子様（会員増強・会員維持委員会委員 ・ 藤沢東ＲＣ）
◎ゲスト・ビジター紹介
入澤初子様（ゲストスピーカー・藤沢東ＲＣ） 小口英世
様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） ヴー・ホアン・ミン君（米山奨学生）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより

１０月度ロータリーレートの通知

１＄＝１００円
◇ガバナー事務所より
＊ロータリー財団地域セミナー（Ｚｏｎｅ１．２．３）開催通
知 ・１２/１(日) セミナー１０：００～１７：００

左）米山奨学生のミン君と
河本会長代理 右）幹事報
告の古知屋副幹事

・ホテルグランパシフィック ＬＥ ＤＡＩＢＡ ・登録料：
10,000 円
＊地区指導者育成セミナーの案内
・１０/２６（土） １５：１５開会

・藤沢産業センター６F

◇ロータリー情報研究会より ロータリー情報冊子の案内
◇タウンニュース

『研修室１．２．３』

◎例会変更

＊インターアクト年次大会登録の依頼

☆藤沢北西 １０/１７(木) １２：００点鐘 少年の森 （少年

・テーマ：「“All You Need Is Love”～こんな時代（とき）

の森清掃移動例会の為）

にこそ、愛と平和を隣人たちへ～」
・１１/２４(日) １１：００～ ・明徳学園相洋様高等学校

１０/２４(木) １２：００点鐘 藤沢エデンの園
（藤沢エデン園見学移動例会の為）

２号館４階スカイホール ・登録料：３，０００円

１０/３１(木) ⇒ 地区大会（１０/２７(日)）へ

◇ロータリー米山記念奨学会より

振替

＊１０月米山月間資料の案内

☆平塚南

・ロータリー米山記念奨

学事業 豆辞典 ・寄附マニュアル
･クラブ米山記念奨学委員長の手引き ・２０１２年度
事業報告書 ・事業報告書統計･資料編

職業奉仕委員会・研修会
☆綾瀬春日

１０/ ２(水) １８：３０点鐘 オークラフロンテ

ィアホテル海老名（台湾百齢社訪日）

・２０１２年度決算報告 ・追加資料申込書
＊ハイライトよねやま 162

１０/１１(金) ⇒ １０/１０(木) １４：００点鐘

１０/２３(水) ９：３０ 綾南公園 （コスモス例
会）

◎出席報告 半田朋子会員
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回
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杉田祐一会員

入澤初子様（藤沢東ＲＣ）

本日はお世話になります。

小口英世様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 久しぶりにお邪魔いたし
ます。よろしくお願い致します。
小澤耕一君

昨日のゴルフ回で、図らずも優勝させて頂き

ました。グロス 108 でブビーメーカーを覚悟していました
が、「新ペリア」というハンデ査定のお陰でした。横山宏
実ゴルフ幹事さん、ご苦労様でした。
大森久巳男君

藤沢東ＲＣ入澤初子様、茅ヶ崎湘南ＲＣ小

卓話「会員増強・維持について」
地区会員増強・維持委員

入澤初子様（藤沢東ＲＣ）

口英世様、米山奨学生ヴー・ホアン・ミン君、ようこそい

昨年クラブの会長をやりました。会長の次の年度は地区で

らっしゃいました。入澤様、卓話楽しみです。宜しくお願

役員をやるということになっていまして、会員増強・維持委

い致します。ゴルフ同好会の皆様、昨日は家内共々大変お

員になってしまいました。地区からは１人３クラブずつ回っ

世話になりました。ありがとうございます。

て、会員増強をお願いしてこい、とのことで参りました。い

田中賢三君 小出川沿い、里山公園北方、彼岸花、今最高

ろいろな組織で会員数は減っています。ロータリーしかり、

です。茅ヶ崎、藤沢、寒川共催。入澤様、本日の卓話よろ

ライオンズしかり、商工会議所しかり。法人会でもそうです。

しくお願い致します。ゲストの皆様ようこそ。ミン君、灯

どこへ行っても「会員増強」と言われます。やはり、仲間の

火親しむ季節となりました。

数は多い方がよいですね。何か事業をするに当たっても、１

伊藤留治君

人で考えるよりは、３人寄れば文殊の知恵とも申しますし、

入澤様、スピーチ楽しみです。小口先生よう

３本の矢という言葉もございます。これが 50 人・100 人と

こそ。
池上

實君

藤沢東ＲＣ入澤様、ようこそ。スピーチ楽し

みです。小口先生ハジメ、ビジターの皆様ごゆっくり。
山口利通君

入澤様、本日はご苦労様です。いつも大変、

なりますと、もっと大きなことが出来るようになります。
ご承知のように、ロータリーは奉仕の精神を軸にお集まり
頂いているのですが、時に「お金持ちの集まりですか？」尋

大変、非常に、誠にお世話になっております。湘南ＲＣの

ねられるます。私はそうではないと思っています。お金を出

小口先生ようこそ。

すのも奉仕かもしれませんが、体を出すことも、知恵を出す

粂

仁夫君

ゲストスピーカー入澤初子様、茅ヶ崎湘南Ｒ

ことも、人の話を聞いてあげるだけでも、奉仕だと思います。

Ｃ小口英世様、米山奨学生ヴー・ホアン・ミン君、ようこ

例えば、困っている人が「私の話を 10 分だけでいいから聞

そ！

いてもらえないか」と言った時に、真剣に耳を傾けてあげる、

河本啓伸君 本日、念願の会長代理となりました。秋晴れ

というのも一つの奉仕だと思っています。今日一番お願いし

の空も私の晴れ姿を祝うかのようです。ゲストの皆様、よ

たいのは、
「退会防止」ということです。昨年度こちらのク

うこそ。入澤様、卓話よろしくお願い致します。

ラブでは 14 名の方が新たに入会されましたが、それぞれの

澤邑重夫君 お客様ようこそ。入澤さん、本日は卓話よろ

スポンサーをなさった方は、少なくとも１年間は新会員のそ

しくお願い致します。

ばで面倒を見てあげて欲しいのです。例会で座席が離れてし

吉田恵子君 朝夕涼しくなってきました。入澤様、卓話楽

まうと、スポンサーを頼りに入ってこられた新会員は心細い

しみにしております。

ものですから、そばにいて声を掛けて頂きたいと思います。

下里洋一君 入澤さんはじめ、ビジターの皆様ようこそ。

それだけで力を得られるのです。また、何かをやろうという

入澤さんのスピーチを楽しみにしています。米山奨学生の

時には、是非「一緒にやろう」と声を掛けてあげて欲しいの

ヴー・ホアン・ミン君ようこそ。

です。そうしている間に、その人その人がメンバーの中から

水嶋

お友達や趣味の合う人を見つけて、話が出来るようになり、

聡君

皆様に幸有れ。交通安全、本日も御安全に！

西山国男君 ゲストの皆様いらっしゃいませ。入澤さん、
卓話宜しくお願いします。
大木

暁君 半沢直樹が終わってしまい、週末の楽しみが

例会にも積極的に出席出来るようになります。
「ロータリーの友」８月号によると現在、日本全体でのク
ラブ数は 2,288、会員数 88,808 人となっていますが、これ

減ってしまいました。現実は本部や上司に倍返しできず、

を 10 万人にしよう、ということが載っていました。日本の

今期（９月末）も終わりそうです。

ロータリーは大正 9 年に出来たので、まもなく 100 年にな

中山富貴子君

ろうとしています。当地区の相澤ガバナーは１クラブ 10%

行く道と来た道に咲き彼岸花 ゲスト・ビ

ジターの皆様ようこそお越し下さいました。入澤様、卓話

の会員増強を、と仰っています。こちらのクラブは昨年素晴

楽しみにしております。

らしい実績を残されましたが、今年も是非、継続して頑張っ

［本日 17 件、35,000 円でした］

て頂きたいと思います。

