
HAYAMA R.C. WEEKLY  No.12　Page  - １　９月は基本的教育と識字率向上月間です。

第 1811 回例会 2019. 9.25
9 月 25 日（水）19：00 〜　コーラルルーム
　卓話：奥山源一朗会員
１.  開会点鐘（19：00）　
２. ロータリーソング（手に手つないで）
３. 来賓紹介
４. 会長挨拶（会務報告）
５. 幹事報告
６. 委員会報告 
７. お食事
８. 出席報告
９. ニコニコ BOX
10. 卓話：奥山源一朗会員
11. 閉会点鐘（20：00）

会長：鈴木誠二郎／副会長：池田美恵子・三上己紀／幹事：戸張雅
仁／副幹事：岡野正道／直前会長：関根　貢／クラブ会計：堀内　
章／ S.A.A.：山口健次郎／会長エレクト：三上己紀
	例会日	毎週水曜日 12：30 〜 13：30（第 2・4・5水曜日 19：00 〜）
	例会場	葉山マリーナー内		葉山町堀内 50-2	TEL	046(876)1727
	事務局　　葉山町商工会内（水曜日、木曜日 10：00 〜 15：00	open）
　　　	　　〒 240-0112　葉山町堀内 1883-3　TEL	046(875)2810

10 月 2 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話：本多伸吉様　 理事会（11：30 〜　）
10 月 9 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話：地区会員増強・会員維持委員会
10 月 16 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話予定
10 月 19・20 日　地区大会　
　相模女子大学グリーンホール：ホスト相模原ＲＣ
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 四つのテスト
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

ロータリーは 世界をつなぐロータリーは 世界をつなぐ
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先週の報告 ： 鈴木誠二郎 会長
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　みなさんこんにちは。
　杉岡ガバナー、中込ガバナー補佐、本日はよ
うこそおいで下さいました。後ほど、卓話をよ
ろしくお願い致します。
　本日はいつもの例会場が使用できないため、
国際村センターに変更しましたが、慣れない会
場ですので皆様にご迷惑をおかけするかも知れ
ませんが、よろしくお願い致します。また本日
は、例会後に懇談会もありますので、ご出席よ
ろしくお願い致します。
　先ほど、杉岡ガバナーとの事前打ち合わせに
おいて、地区方針として掲げる「一クラブ一奉
仕」を超える、私たち葉山クラブの活発な奉仕
活動について評価を頂きました。地区方針にも

「奉仕活動を活発にする事により、地域社会か
らより認知され、支持者、仲間を増やす事は、

会員の増強にもつながり、元気なクラブ作りに
つながる」とあります。私も今年の会長方針の
中に奉仕活動に焦点を当てております。それは

「会員が主体的に活動に取り組むことで、やり
がいのある楽しいクラブ」です。活動にやりが
いを持つ事と、会員による卓話を充実して、一
人ひとりにスポットを当て、会員のクラブ活動
に対する満足度をあげたいと思っているからで
す。しかし、出席率は変わらず低迷しています。
この事について、先日の理事会の協議事項に出
席率向上のために何が必要かと意見を伺ったと
ころ、以前から会員の不満で必ず出るのが食事
が不味いという事でした。これについては、私
が幹事をしていた一昨年からも、多少改善はし
ようとしていましたが、今日まで大きな行動は
起こしていませんでした。ですが、前回の例会
での食事を中華料理の「青羅」にした時の会員
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●会員出席率報告（９月 18 日）第 1810 回
 会員総数  26 人
 出席者数  14 人
　  出席率 53.85％

ニコニコＢＯＸ 本日の合計
  　 ￥24,000-
累計 ￥188,500-

●ゲスト　杉岡芳樹ガバナー（相模原ＲＣ）、
　中込仁志ガバナー補佐（鎌倉ＲＣ）
　ビジター　鈴木孝博会員（横須賀ＲＣ）、中
　村雅信会員（東京日本橋ＲＣ）
●メイクアップ
　関根　貢会員：ふじさわ湘南ＲＣ (9/9)
　奥山源一朗会員：財団関連連合同委員 (9/10)

ニコニコＢＯＸ・あれこれ
（◎は大ニコニコです）

★本日は、お世話になります。どうぞ宜しくお
　願い申し上げます。 ◎杉岡芳樹ガバナー
★本日は、お世話になります。どうぞ宜しくお

幹事報告：戸張雅仁幹事（９月 18日）
【ガバナー事務所・地区より】
◇第 1 回地区補助金説明会の案内が来ていま　
　す。

【到着刊行物】
【他クラブ案内】
【その他案内】
【今後の予定】
10 月 2 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話：本多伸吉様　 理事会（11：30 〜　）
10 月 9 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話：地区会員増強・会員維持委員会
10 月 16 日（水）12：30 〜 エメラルドルーム
　卓話予定
10 月 20 日（日）　地区大会
　相模女子大学グリーンホール：ホスト相模原
　ロータリークラブ
10 月 23 日（水）19：00 〜 エメラルドルーム
　卓話予定
10 月 30 日（水）19：00 〜 エメラルドルーム
　卓話予定
11 月 6 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話予定　 理事会（11：30 〜　）

の皆様の表情や会話の弾み方を見ていたら、こ
れを軽視してはいけないと改めて思いました。
何せ食事は人間の３大欲求の一つです。決して
食事だけが原因ではありませんが、出席率を上
げる施策の一つとして本気で食事改革をしてい
きます。奉仕活動もとても大事ですが、一番大
事にしなければいけないのはやはり毎週の例会
だと思うからです。この後の懇談会でも、クラ
ブを良くするため、良いご意見などございまし
たらよろしくお願い致します。

　願い申し上げます。 ◎中込仁志ＡＧ
★ガバナーをお迎えして。 
 中村雅信会員（東京日本橋ＲＣ）
★本日は宜しくお願いします。
 鈴木孝博会員（横須賀ＲＣ）
★杉岡ガバナー、中込ＡＧ、鈴木様、中村様、
　本日はようこそ！。 ◎鈴木誠二郎
★杉岡ガバナー、中込ＡＧ、鈴木様、中村様、
　本日はようこそいらっしゃいました。
 ◎戸張雅仁
★ガバナー公式訪問よろしくお願いします。
 ◎岡野正道
★杉岡ガバナー宜しくお願いします。  
 奥山源一朗
★杉岡ガバナーをお迎えして。 ◎小田利通
★杉岡ガバナー、横須賀ＲＣ鈴木様、中村様ど
　うぞよろしくお願いします。 ◎金子英生
★杉岡ガバナー宜しくお願い致します。
 齋藤　徹
★杉岡芳樹ガバナー、公式訪問よろしくお願い
　致します。 鈴木知一
★杉岡ガバナーをお迎えして。 鈴田茂喜
★杉岡ガバナー、中込ＡＧ、横須賀ＲＣ鈴木様、
　中村様本日は公式訪問どうぞ宜しくお願い致
　します。 関根　貢
★杉岡ガバナーようこそいらっしゃいました。  
 土佐洋子
★杉岡ガバナーをお迎えして。 堀内　章
★杉岡ガバナー、中込ＡＧ、葉山ＲＣにようこ
　そ。 三上己紀
★杉岡ガバナー宜しくお願いします。 
 山口健次郎


