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松中

第 1154 回

2015 年 8 月 20 日（木）

1 開会点鐘
2 ソング「四つのテスト」
3 お客様紹介
4 会食
5 今月のお誕生日
6 会長報告
7 幹事報告
8 出席報告
9 ニコニコ報告
10 委員会報告
11 本日の卓話
「古代の道と都造り道への思いは今も続く」
橿原文化協会
会長 戸田 守亮氏
12 閉会点鐘

1153 回報告

2015 年 8 月 6 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

ソング
「君が代」
「奉仕の理想」
ソングリーダー

住吉

襄一会員

ビジター

中西

熊本

会長挨拶
○7 月度の会員の出席率が出てまいりました。90％
を超える数字が出ました。今年度の 1 年間も事業
を一生懸命頑張るのは元より、出席率向上に向け
ても頑張っていきましょう。
○もうすぐお盆です。お盆は和暦の 7 月 15 日を中心
に日本で行なわれる祖先の霊を祀る一連の行事の
ことを言います。仏教用語の「盂蘭盆」の省略形
として「盆」と呼ばれています。

幹事報告
○会費納入の御礼
○和田会員の病状について
○定款・クラブ細則の配布
○次週例会は休会

竹村 惠史君（大和高田 RC）

出席報告
全会員
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ニコニコ報告

森下

秀城君

野々垣さんはじめ、昨日参加され
た皆様方ありがとうございました。
堤さん、熱弁期待しています。

4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

久君 7 月 31 日の阪神・ヤクルト戦のチ
ケット、仲川和馬会員に譲っても
らい観戦してきました。1 対 6 の
負けムードの処、10 対 8 の逆転勝
ちの阪神ファン最高の試合でした。
知君 暑いですね！本当にイヤになるく
らい暑いです。明後日は私の誕生
日です。まだお祝いの品はもらっ
ていませんが、先にお礼を言って
おきます。鼻毛カッターありがと
うー!!
昌樹君 誕生日プレゼントありがとうござ
います。

理事会報告
①情報集会について
②お月見例会について
③創立 25 周年記念事業について
④米山記念奨学会特別寄付について
⑤脇本会員 出席免除会員承認

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

●例会場
橿原ロイヤルホテル

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885

●URL: http://asuka-rc.jp/
●e-mail: info@asuka-rc.jp

委員会報告
○親睦・ロータリー家族委員会
月見例会について
○ロータリー情報委員会
第 1 回情報集会について

米田委員長
脇本委員長

次回の例会
「『Let it go』 or 『Let it be』
」
野島

誠一会員

「新入会員自己紹介」

今後、さらに社会貢献度の高い会社に育てていけ
ればと社員と共に成長を目指しています。
家族につきましては、子供が 2 人と妻が 1 人の 4
人家族で、上は長女で小学 6 年生、下は長男で小学
1 年生でございます。子育ての基本方針といたしま
しては、何でもいいので習い事を 1 つは辞めずに長
期にわたって続けることを教えております。現在で
は長女がピアノを 9 年、長男は極真カラテを 3 年続
けております。忍耐と継続を学んで欲しいと思って
います。
今後、あすかロータリークラブでいろんな奉仕活
動、懇親会などを通じて共感、成長、感動を共有さ
せて頂ければ幸いです。若輩者ですがどうぞよろし
くお願いします。

「会員増強委員会」
堤

誠治会員

杉本 憲秀委員長
1. 2650 地区内の状況
2. 6/27 の会員増強セミナーについて
・新クラブの紹介

この度、あすかロータリークラブに入会させてい
ただくことになりました堤と申します。
入会の経緯につきましては、普段から会社の経営
感や生きざまについて安倍文殊院貫主の植田俊應さ
んに相談をしておりました。相談の度にいつもあす
かロータリークラブの話をしていただき、奉仕活動
そして、共に奉仕活動をする仲間からの学びについ
て説かれました。
自分ごときが入会させて頂くには恐れ多いと最初
はためらいがありましたが、非常に熱い植田貫主の
魂の声にいざなわれ、入会をさせて頂きました。今
は感謝の想いでいっぱいです。微力ながら会の為に
貢献できればと存じます。
私は、大阪生まれの桜井育ちで小学校時代から水
泳をはじめ、高校 3 年までの 12 年間、心と体を鍛え
ました。社会人になってからは、父が創業した贈答
品販売会社に入社し営業マンとして 9 年間いろんな
経験を積ませていただきました。創業 32 年で 7 年前
に事業を承継いたしました。社名は NCR 株式会社で
ネオクリエイティブリレーションズの略で、新しい
創造性を持つ仲間たちを大切にする会社という意味
です。今から 10 年前頃より市場環境の変化により県
内の贈答品業界の衰退を感じはじめ、何か新しい取
り組みをと考え、当時走りだったインターネットを
活用した物販をスタートさせました。商品は贈答品
だけでなく輸入雑貨や家具などを販売しております。
運よくインターネットの成長期と重なり毎年増収傾
向で推移し、今では従業員が 30 名となり運営の責任
を強く感じております。

・衛星クラブ（※）の紹介
・合併クラブの紹介
3. 本年度クラブの会員増強について
①本年度会長方針…純増 3 名→会員数計 60 名
戦略：入会 3 年未満の会員との情報交換を密に新会
員の発掘をする。
②女性会員を獲得する。
4. 補足
会員増強に当たっては、会長がトップセールスマン？
と会長エレクトセミナーで言われた意味がよく分かっ
た。
本年度、澤会長のもと 25 周年の節目、新会員を獲得
し会員数 60 名のクラブの実現のご協力を宜しくお願
い致します。
※衛星クラブとは
①衛星クラブは「クラブの中にあるクラブ」
②本クラブ理事会で設立を決議
③8 名以上の新会員で結成可能
④クラブ運営方法は衛星クラブで決定
⑤会員 20 名に達した時点で独立、或いは本クラブ残留
を選択
○何のために衛星クラブを作るのか
・多様性を高めクラブが抱える問題を解決する
・女性会員を入れる衛星クラブを作る
・年会費が安い衛星クラブを作る
・例会場の場所を親と別な会場に
・朝・昼・夜の時間の衛星クラブを作る
・クラブ拡大のつなぎとして衛星クラブ
・女性だから、年会費が高いから、時間が合わない、
場所が遠いなど

