2018-2019 年度 RI テーマ ：インスピレーションになろう 〜BE THE INSPIRATION 〜
HIRATSUKA RC テーマ
：ロータリー活動を楽しもう

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly

BE THE INSPIRATION

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
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子

2018 年 11月 1 日
1日

第 3178 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3178 号

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 44(43) 名

出席率 75.86 %

前々回 10 月 18 日 会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 42(41) 名

出席率 72.41 %
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本日の卓話者ご紹介
地区・会員増強委員会委員長
松下 力（ちから）様 -ふじさわ湘南RC-

卓話

「貴クラブ、会員増強・会員維持に向けて」
地区・会員増強委員会委員長

松下 力

会員増強（維持）の最短ルートは、遠回りの様でも、当
たり前のコト（凡事）を、当たり前に継続（徹底）する
ことに尽きます。凡事を徹底することで、新たな課題が
見えてクラブ独自の会員増強（維持）の手法や・やり方
が見えてきます。具体例や仮説を用いながら本日の卓話
を進めて参ります。本日は宜しくお願いします。

地区会員増強委員会副委員長櫻田様、杉山会長と松下委員長

卓話される松下委員長

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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幹事：木村 義広

72.41 %

平塚ロータリークラブ 週報 3178 号
卓話者ご紹介
地区・会員増強委員会委員長
松下 力（ちから）様 （ふじさわ湘南 RC）
＊生年月日：1964 年 3 月 28 日の辰年 （現在 54 歳）
＊出生地：東京都出身！３歳より藤沢市鵠沼に移り住む
＊職業：企業向け教育・研修サービス
・組織の様々な改善、改革活動を、人材教育・訓練を
通じて支援するサービス
・取引先は全国に約 60 社（首都圏 7 割、地方 3 割）
＊職務経歴：
（株）リクルート採用〜人材教育〜法人向け営業、等
＊趣味：
①ゴルフ（ゴルフは大好き！でも自分のゴルフのスコアは嫌い！）
②ドライブ〜温泉・スパ巡り〜食べ歩き
③年３回の沖縄旅行
＊好きな言葉：
①進化の過程
②昨日より今日！今日より明日！
③アタッカーズアドバンテージ（大前健一さんの書籍、異端者の時代）
＊自分の性格：
①明るく社交的！ ②曖昧を嫌う！
＊好物：
国産ビール、寿司（鰹、鯵、小肌と穴子が大好物）
鰻、日本蕎麦、沖縄そば、生ハム、豚ホルモン
〜ロータリー歴〜
2009 年 8 月 ふじさわ湘南ＲＣ入会 （１年目は幽霊会員！）
2010 年 7 月〜クラブ副幹事（ロータリーが少しだけ好きになる）
2011 年 7 月〜クラブ幹事 （ロータリーが生活の一部になる）
2012 年 7 月〜地区、会員増強・維持委員会 委員
2013 年 7 月〜地区、副幹事（会員増強・維持委員会担当）
2014 年 7 月〜地区、会員増強・維持委員会 委員
2015 年 7 月〜クラブ会長
（会長年度、クラブの 5 年先を見据えたクラブ戦略計画を策定）
2016 年 7 月〜地区、会員増強・維持委員会 委員
2017 年 7 月〜地区、会員増強・維持委員会 副委員長
2018 年 7 月〜地区、会員増強・維持委員会 委員長
現在に至る
幹事報告
◎上期情報集会グループの各幹事に集会の開催依頼書を
お渡ししてあります。
日程、場所が決定いたしましたら、会員の皆様はご協力く
ださるようお願いいたします。
今回のテーマは
「楽しかった、
為になった、
参加したいと思う例会はどんな例会ですか？」
です。
このテーマについて皆様で考えて頂き、
ご意見を出
していただきたいと思います。
12月13日の例会で、集会での皆様のご意見をまとめた
報告会を開催いたしますので、
懇親会を兼ねまして忌憚の
ないご意見をお願いいたします。
クラブより一人¥3,000の補助があります。
◎社会・国際奉仕セミナーが開催されます。
日時：11月10日(火) 開会：13:00〜
清水会長エレクト、が出席されます。

◎平塚西ロータリークラブの近藤勉之（かつゆき）会員が10
月28日にお亡くなりになりましたことをご報告いたします。
通夜11月2日
（金）
、告別式は3日
（土）
です。詳しいことは事
務局までお問い合わせ下さい。
◎次週の例会11月8日は例会場が
「なでしこの間」
になります。
時間は通常通りです。
10月のスマイル大賞
10月18日例会 上野雅俊 会員
「10月19日」
トークの日。電話の記念日に生まれました。
今は電話だけでなくインターネットもやっております。
新たな一年。がんばって参りたいと思います。
委員会報告
・雑誌委員会 飯塚和夫委員長
ロータリーの友、今月は財団月間でポリオ特集が掲載さ
れています。
また11/5〜11は世界インターアクト週間で
12〜18歳で構成されるインターアクトクラブの紹介も掲
載されています。ぜひご一読下さい。
・職業奉仕委員会 高橋賢二委員長
11/22(木)企業訪問、現在25名の申込みです。席に余裕が
ありますので、ご返事これからの方はお早目に宜しくお願いします。
・インターアクト委員会 秋山智委員長
11月23日(金)インターアクト年次大会、10年ぶりに平塚学
園で開催されます。平塚駅→現地まで道誘導に8名必要
です。10時オープニングには杉山会長が挨拶されお昼の
お弁当もご用意します。
ご協力宜しくお願い致します。
・長期計画委員会 升水一義委員長
会員満足度調査(CS)を行います。11/15用紙を配布また
は郵送予定です。前回は回答率98%でした。今回は全員
回答を目指します、
ご協力宜しくお願い致します。
メークアップ（MUP)
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地区・会員増強委員会委員長 松下 力様（ふじさわ湘南RC）
地区・会員増強委員会副委員長 櫻田 敬様（平塚北RC）
0名

ビジター
卓話・行事予定

◎クラブ研修リーダーセミナーが開催されます。
日時：11月13日(火) 開会：14:00〜
清水会長エレクト、
升水一義長期計画委員長が出席されます。
◎地区新会員の集いのご案内
今年度の「地区新会員の集い」は2年ぶりに宿泊形式で行
われます。
クラブ会報委員会

日時：2019年3月22日
（金）午後4時から23日
（土）正午まで
場所：ローズホテル横浜（中区山下町）
登録料：15,000円
対象者：入会4年未満の会員/会長も歓迎です
参加希望の方は2019年1月末までに事務局までご連絡
ください。

◎ 青山 紀美代

11月08日(木)
11月15日(木)
11月22日(木)
11月29日(木)

JC理事長 関口雄一様
横浜文芸の会
芥川賞作家 宮原昭夫様
企業訪問
休会
現在ございません。

市内例会変更
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

