
四つのテスト
言行はこれに
照らしてから

2021－22年度ＲＩテーマ
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

2021－22年度厚木県央ＲＣテーマ
「厄災禍におけるクラブ活性化を考えよう」

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？
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会　長　和田貴樹　　副会長　北村正敏　　幹　事　松本　豊

第 1083 回 例会 （2022 年 5 月 13 日）

例会場：厚木アーバンホテル
例会日：毎週金曜日 12：30 ～ 13：30
事務局：厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所 2 階

■点鐘　…和田貴樹会長

■斉唱　…君が代・それでこそロータリー

■ビジター紹介

中村喜代美様（厚木中RC）

■会長報告

◎ガバナー事務所　より
・地区大会プログラム　クラブ紹介写真について
・【2022年規定審議会】　議事抄録ならびに制定案一覧
表、公式結果

・５月ロータリーレート　１ドル＝１３０円
・決議案　郵便（電子）投票結果のご報告
◎大和ロータリークラブ　より
・創立60周年記念式典のご案内
◎ロータリー米山記念奨学会　より
・ハイライトよねやま　VOL．２６５
◎厚木市役所　より
・第13回「県央相模川サミット」六市町村合同クリー
ンキャンペーンについて
令和4年5月22日（日）午前7：30 ～ 8：30
三川合流点河川敷または旭町スポーツ広場

■幹事報告

◎例会変更
・大和ＲＣ
5月17日（火）→5月15日（日）　創立60周年記念式典
に振替

■スマイル

五十嵐直樹様（厚木中RC）
県央ロータリーの皆様、ご無沙汰しております。今日は
うちのマドンナの初メイクです。緊張しているかと思い
ますので、是非温いお迎えをお願いします。

中村喜代美様（厚木中RC）
厚木中ロータリークラブの中村です。はじめてのメイク
です。宜しくお願い致します。

和田貴樹会長・松本　豊幹事
4月16日「献血支援活動」がたくさんの会員の皆様の御協
力いただき大成功のイベントとなりました。このスマイ
ルを借りてお礼申し上げます。和田年度も残り2ヶ月と
なりましたが、尚一層の御協力よろしくお願い致します。

小西嘉昭君
本日は新会員卓話という場を設けて頂きありがとうござ
います。不慣れではございますが宜しくお願い致します。

遠藤典孝君
本日の卓話をおおせつかりました。どうぞあたたかい目
で見守って下さい。

山田幹男君
本日は私の誕生日のお祝いを頂き誠に有難うございます。
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■例会「新会員卓話」

担当：会員組織委員会
卓話者：遠藤典孝君　小西嘉昭君

遠藤典孝・ダスキン林支店・㈱サンリー
の個人：企業 紹介

１）個人プロフィール
２）個人性格
３）企業紹介（１）
４）企業紹介（２）
５）個人のロータリーとの関わり
６）感謝の言葉

動物占い…オオカミ

遠藤 典孝（４９）
昭和４７年０６月２５日生まれ
父）遠藤 正一（故） 母）遠藤 照子 の次男として生まれる

家族）妻 美樹（５１） 母 照子（７８） ペット ハチ（４）
所在地）厚木市下荻野１５６番地
日課）トレーニング（週４日）サウナ（週１日）
職歴経歴）観光業の専門学校卒業の後、日本クルーズ客船に入社後
ダスキン林支店に入社 現在に至る

井　寛明君・森　正章君・守屋孝則君・土屋義行君
関原敏文君・荻野洋一君・北村正敏君・武藤元秀君
難波真奈美君・村松マユミ君・新川　勉君
関野耕正君・神崎　進君・松澤修身君・伊藤　一君
山口昌興君・能勢健一君・岩堀美子君・立脇孝二君
スマイルボックス

■会長タイム

約一カ月ぶり例会です。献血事業では、ご協力ありがと
うございました。今日のタウンニュースに関連記事が掲載さ
れています。
今日は新しい会員の卓話例会です。頑張って下さい。
私も意味も分からず、やらされた記憶があります。
あと２ヶ月宜しくお願いします。

■今日のお花

バラ（チベット）
花言葉（愛・美・友情）

カンパニュラ（東ヨーロッパ）
花言葉（感謝・共感・思いを告げる）
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皿洗い・ベットメイク
調理場（盛り付け）など雑用係

個人性格
性格診断の結果（２）

顔のイメージ…
眉）従順性 輪郭）積極型

職務適正…
得意分野）経営企画・研究開発
苦手分野）総務

企業紹介（１）ダスキン林支店

 創業） 昭和４８年０５月２５日
 資本金） １０００万円
 従業員） 約７０名（パート含む）
 お客様軒数） 約７０００件
 業務内容） 清掃用具・用品のレンタル
 清掃役務 害虫駆除等

個人（遠藤典孝）とロータリーでの役割

お茶くみ
カバン持ち
使い走り
御用聞き

個人性格
性格診断の結果（１）

問題が起こったり、困った時なども
決して諦める事はなく、自分なりの
解決策をもって行動する

身が軽く思い立ったことを素早く実
行する事が出来る。行動はテキパキ
していて、体を動かして物事を解決
しようとする。

個人性格
性格診断の結果（３）

ダスキン林支店 スタッフ１１名に
おける優秀性の順位

内訳）
精神力…第０２位
集中力…第０４位
一般的…第１０位

第５位

企業紹介（２）㈱サンリー

 創業） 昭和４８年０５月２５日
 資本金） １０００万円
 従業員） 約５名（パート含む）
 お客様軒数） 約７００件
 業務内容） 貸トランクルーム

感謝の言葉

 この度はご縁を頂きありがとうご
ざいます。数多くの実績を残された
経営者様と時間を共有させて頂き多
くの事を学び、自社の経営に役立て
たいと思って折ります。若輩者では
ございますがご指導ご鞭撻の程宜し
くお願い致します。
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小西 嘉昭 （３６）
昭和 年 月 日生まれ
神奈川県厚木生まれ 厚木育ち

そりだハイツ 妻田小学校 年生まで
→ 妻田南 妻田小学校 年生まで
→ 愛川町中津 愛川東中学校～厚木北高校卒業まで
→ 東京都杉並区 トラベルジャーナル旅行専門学校卒業まで
→ 浜名湖 エクシブ浜名湖社員寮
→ 愛川町中津 株式会社ＬＨＳＥＲＶＩＣＥ 勤務開始
→ 厚木市妻田北 一人暮らし
→ 歳で結婚し厚木市林在住 現在に至る

ピッチ デッキ

株式会社ＬＨ ＳＥＲＶＩＣＥ
小西 嘉昭

～個人・企業紹介～

• 平成 年 月 トラベルジャーナル旅行専門学校を卒業。在学中にホテルサービスの基礎を学びながら京王プラ
ザホテルで 年間ルームサービスを経験する。

• 平成 年 月 リゾートトラスト株式会社へ入社し、エクシブ浜名湖のレストランにて勤務。

• 平成 年 月 同社を退社した後、父親が経営する有限会社エル・エッチサービスにて勤務開始。

• 平成 年 月 株式会社エル・エッチサービスへ組織変更し、代表取締役に就任。

略歴

株式会社ＬＨＳＥＲＶＩＣＥ 沿革②
年7月

資本金を1000万に増資

年9月
神奈川県厚木市にて軽貨物車両に特化した中古車販売店『軽貨物車両専門店』の営業を開始

年9月
厚木市戸室5-31-1 アツギトレリス3階へ本社を移転

年4月
厚木市戸室5-31-1 アツギトレリス3階にて、総合保険代理店『ほけんがかり』の営業を開始

年5月
厚木市寿町3-1-1 ルリエ本厚木11階へ本社を移転
株式会社ＬＨ ＳＥＲＶＩＣＥへ組織変更

ピッチ デッキ

性格占い 脳内メーカー

ピッチ デッキ

家族構成

父 小西晃（ ） 母 小西澄子（ ） 姉 小西真利子（ ）

妻 小西沙織（ ） 長男 小西寛太（小４） 長女 小西穂乃花（小１）

ピッチ デッキ

株式会社ＬＨＳＥＲＶＩＣＥ 沿革①
年 月

神奈川県愛甲郡にて㈲エル・エッチサービス設立。ダイレクトメールの封入～配達業務を開始。

年 月
軽貨物運送による、宅配業務、チャーター・スポット便業務を開始。

年 月
株式会社エル・エッチサービスへ組織変更。代表取締役に小西嘉昭就任。

年 月
厚木市林にリース車展示場を設け、自動車リース業を開始。

年 月
厚木寿営業所にて軽貨物求人情報センターを開業し
求職者と企業のマッチングサービスを開始。

ピッチ デッキ

性格占い 脳内メーカー

ピッチ デッキ

ありがとうございました

本日はこのような場を設けていただきありがとうございました。

厚木県央ロータリクラブに入会させていただいたご縁を大切にし、これ
からの経営者人生をより一層深みのあるものにしていきたいと思って
おります。

若輩者ではございますが、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

ピッチ デッキ
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■スマイル発表

■R財団PHFピンバッジ授与

■幹事報告

■今日の新川さん

北村正敏君 松本　豊幹事

■ソングリーダー■四つのテスト

難波真奈美君武藤元秀君

■お祝い行事　「おめでとうございました。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　守屋孝則君（13日） 山田幹男君（16日）
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■出席報告　＜会員39名、出席対象39名＞

5 月 13 日例会　　出席 33 名　　欠席 7名　　出席率 84.62％

事前メイク：
石井　卓君（4月6日／地区研修委員会）


