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【大和ロータリークラブ活動方針　： ロータリーに変化をもたらす】
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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

８月 ２９日（火）

９月   ５日（火）

９月  １２日（火）

９月１７・１８日（日・月）

９月 １９日（火）

９月 ２６日（火）

１０月 ３日（火）

地区大会

取止め例会（祝日週）休会

第2回クラブ協議会「地区大会を終えて」

第3回クラブ協議会「ガバナー公式訪問に備えて」

赤澤・本田・田辺

石高・本田

3

2

90.00

93.55

２７

２９

２６０４

２６０５

我が家の向かいに段

ボールの回収場所がござ

います。月2回木曜日回収

する訳ですが、そこに決

まって現れる自転車に

乗った老人が現れます。

自転車の前と後ろに山

ほど積んでいわゆる泥棒

がおります。

脳梗塞を患ったような歩き方で、それは苦労をして

運んでいるのが見てすぐにわかります。

自治会にも警察にも言うつもりはありませんが、皆様

はどうおかんがえでしょうか？

主旨説明：三浦会員増強・会員維持委員会委員長

　今年度のRIテーマ、大谷ガバナーの最重点テーマ、および武田会長の最重点テーマを踏まえ、会員増強
委員会の本年度の活動方針を下記としました。
●友人も含めて積極的に会員増強に努める　
●特に女性会員の増強を積極的に推進
●会員数・純増２名を目標とする        
　本日のクラブフォーラムは、各テーブルごとに議論のテーマを1つに絞り、議論いただき、最後にテーブル
ごとに発表していただきます。

＜グループ討議＞
【議題テーマおよび発表内容】

●会員を増やしたほうがよい本質的な理由：
　昔は114人いたことがあり、人数が増えると予算が増え、クラブ運営がやりやすくなります。あと6人くらい
増やし40人にしたい。

●女性会員を増やしたほうがよい本質的な理由：
　女性会員がいると華やかになり、やわらかくなります。クラブ運営や奉仕活動が女性の視点で考えられ
ます。   

●ロータリーは一言で何をしている集まりなのか？：
　自己研鑽をし、友情を深めることができます。国際的な団体で、やる気さえあればさまざまなことができ
ます。

●ロータリーに入ると得られる幸せは？：
　会員同士が協調し、協力しあえます。

【まとめ】：武田会長

　ロータリーは大きな団体です。災害などの時に、一人一人が少額の寄付をしても、全体では非常に大きな
寄付金が集まります。
３．１１の時も、台湾のクラブからすぐに500万円の寄付金が寄せられました。

本日 ￥４,０００  累計 ￥１７０,０００

◆武田茂会長／やっと新年度２ヵ月が過ぎました。もう

少しです。皆様！よろしくお願いします。

◆岡田安二会員／本日は第一回クラブフォーラム「会

員増強について」です。三浦委員長よろしくお願いいたし

ます。本年度のテーマ「親睦」により、昨年度以上の新入

会員数をめざしましょう。

◆増　定之会員／職業奉仕

平成２９年９月４日AM10：00～4：00　横浜そごう入口

広場にて、神奈川県不動産コンサルティング協議会（当

方理事、教育委員長担当）主催でコンサルティングマス

ターとして不動産相談会に参加して来ました。今日５日

に実施していますが、RC例会優先の為、欠席です。

スマイルＢＯＸ報告相原委員

お祝いの報告
戸張親睦委員長

米山奨学生
グエン・タン・タム君

テーブルリーダー報告

伊藤会員

テーブルリーダー報告

戸張会員

テーブルリーダー報告

松川会員

テーブルリーダー報告

片山会員

グエン・タン・タム君
挨拶

片山会員挨拶片山会員
第一子誕生お祝い

卓話

委員会報告

武田　茂　会長

第2602回　2017年9月5日（火）

司　　会／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「君が代」「我等の生業」

ゲ ス　ト／米山奨学生

　　　　　　　　グエン・タン・タム君

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

◆９/１８（月・祝）は地区大会です。場所は、相模女子大学

グリーンホール・小田急ホテルセンチュリー相模大野

【ポスティング】   

・次第  

・週報

・第３回議事録

・地区大会ご案内

【回覧】

・地区大会　昼食のご案内

・基本的教育と識字率向上月間リソースのご案内

・the rotarian

・台北七星RC週報

・オークラフロンティアホテル海老名ご案内について

 

森川　良三幹事　

戸張美穂ソングリーダー

９月８日地区大会

ゴルフコンペ

注意事項

◆ゴルフ同好会／赤澤多加志会長

◆会員増強に関するクラブフォーラム／

　　三浦委員

◆出席報告／小金沢委員長

来週フォーラムの件

◆公共イメージ・雑誌委員会／

　　松川健治委員長

テーブルミーティング

 第１回クラブフォーラム
【会員増強について】
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