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≪司 会≫  高田雅司 君

「我等の生業」

ロータリーソング「我等の生業」

当クラブの宮川会員増強委員長が選ばれ、非常に質の

高いプレゼンをされました。宮川さん、ありがとうご

ざいました。

会員増強はロータリークラブが抱える喫緊の課題で

す。当クラブにおいては、コミュニケーションの場を

増やし、組織を活性化させ、クラブの魅力を高めるこ

とによつて、その解決の糸日としたいと考えています。

今日は、先週に引き続き、各委員長およびグループ

リーダーの皆さんに今年度計画の発表をしていただき

ます。よろしくお願いします。

≪委員長 “リーダー計画発表》

クラブ広報委員長 由利浩志 君

クラブの奉仕活動等の報道メディアヘ情報を提供 し

広 く行政・外部の諸団体への理解を積極的に働きかけ

地区HPの有効活用を推進 し、ロータリー活動の適切

な広報活動を行っていきます。

クラブ会報 Gリ ーダー 古賀昭彦 君

例会にて報告 。実施 した内容を整理 し記録に残 し、ま

た例会以外の外部行事 。イベン トにはグループ委員が

参加することで、会員の情報源 となるよう工夫 してい

きます。

ロータリー情報 Gリ ーダー 戸塚敦雄 君

新会員へ 「ロータリー早わか リテキス ト」を使い、オ

リエンテーションを実施 します。メイクアップについ

ても「メイクアップについてのご案内」を使い、理解

の促進を図 ります。

IT推進 Gリ ーダー 長島秀親 君

ホームページ上でロータリークラブの運営計画書 。名

簿等を更新し、内容を更に強化することで、静岡東ロ

ータリークラブの情報発信と連絡関係の効率化を図つ

ていきます。

― ≪合 唱≫

《 BGM》

≪本日のお祝い》

お誕生 日

7月 13日 河井哲哉
7月 14日 竹内弘毅
7月 16日 肥田隆輔

結婚記念 日

該当者なし君

君

君

7日 の 日曜 日に R12620

地区会員増強・維持研修

セ ミナーが開催 され、私 と

宮川会員増強委員長が出席

しま した。RIの方針 として

世界のロータリアンを

2015年に 120万人か ら

150万人にする、日本のロータリアンを 9万人から 10

万人にする、そして 2620地 区の目標 として年 3%の純

増、各クラブ年 1名 の純増が確認 されました。

会員増強については各クラブが独 自の考え方を固

めることが大切で、徹底 した議論を積み重ねてほしい。

職業分類については、時代の変化を提え是非 とも見直

しと整備を進めてほしい。先進国で会員の減少傾向が

続いているのは地域社会のニーズに真摯に向き合つて

いないから。ロータリーで大事なのはカネの供出では

なく心の仕事 (大人の仕事)をすること、心は必ず地

域に伝わる。ロータリーには役職の年度制とい う制約

があるが、老荘青の連携で乗 り切つてほしい。人づく

り、自分づくりを進め、そして次世代を育めば、
‐
地域

社会は必ず良くなっていく。

最後に 「会員増強活動の現状 と新年度の取 り組み」

について各分区から代表発表があり、第 4分区からは

《会長挨拶要旨》



雑誌Gリ ーダー

「ロータリーの友」の購読とtそ の他の関連文献の紹
介を推進します。静岡東ロータリーの活動情報 。読書
感想の寄稿、関連ゲス トの卓話も計画していきます。

クラブ運営委員長
高柳会長の、特に新規入会者との親睦を重視し、会員
の卓話を重視する方針に従い活動を進めます。また新
潟東ロータリーとの交流窓日として運営の円滑化を図
つていきます。

親睦活動Gリ ーダー 相原雄治 君

会員そしてゲス ト・ ビジターを明るく迎え、楽 しい例

会を運営していきます。また、会員やその家族の親睦

を図る夜間例会・職場見学会 。年末家族会・観桜会の

開催、各種同好会の支援を行つていきます。

プログラムGリ ーダー 中田盛之 君

会員の参加意欲を高めるような楽 しく充実した例会

開催 となるようプログラムを設定 します。会員卓話 。

来賓卓話を通して、理解 と親睦を深めていきます。

スマイルGリ ーダー

杉本幸子 君   社会奉仕 Gリ ーダー 曽根正弘 君

中嶋達郎 君

第四回「富士山“絆の日"」 が 8月 24日 に行われます。

清掃活動 と講演により富士山に関する知識が増えると

思いますので、参加をお待ちしてお ります。

≪スマイル報告》

肥田隆輔 君  7月 16日 誕生 日、6月 24日 結婚記念

スマイルは情報の持っている価値の共有する場と考え
ます。楽しい情報 。自社の宣伝等でも結構です。今期
は 130万円の予算を組んでおりますので、お一人月一

回のスマイルをお願いします。

ソングGリ ーダー 佐野哲一 君
ソングは親睦行事の一環であり、気持ちを合わせてや

る行事として国際ロータリーは捉えています。当クラ

ブでは自前の素敵な静岡東ロータリーの歌他 4曲 を歌
います。心を一つにして楽 しく歌いましょう。

SAAGリ ーダー 森下登志美 君

会員同士の交流を円滑に行う為、二ヶ月に一回は席替

えを実施します。また出欠の確認を的確に行い、食事
の無駄を省いていきたいと考えておりますので、欠席
の連絡は是非お願いします。

ロータリー財団 。米山委員長 上田直弘 君
ロータリー財団グループの基本方針は、本年度からス

ター トする「未来の夢計画」で大きく変わります。新
たなロータリー財団への理解を深め、それに対応 した

活動を行えるよう、 PRと 地区ロータリー財団委員会

との連携を図りたいと考えています。

米山Gリ ーダー 新聞桂子 君

全会員の米山奨学金の拠出金 とR米山記念奨学事業の

理解を深め、年間一人当たり 16,000円 以上の寄付を

目標にします。また米山梅吉記念館の行事にも参加い

ただき、是非理解を深めていただきたい。

由利浩志 君

川 口尚宜 君

曽根正弘 君

川口尚宜 君   古賀昭彦 君

寺澤啓子 君

竹内弘毅 君

河井哲哉 君

高田雅司 君

日、お祝いありがとうございます。

本年度、クラブ広報委員長を務めさせ

ていただきます。古賀 リーダー・戸塚

リーダー・長島リーダー・杉本 リーダ

ーよろしくお願いします。

今期、スマイル リーダーを拝命いたし

ました。年間目標 130万円達成に向け

て、富井会員、浜田会員 と力を合わせ

て頑張 ります。皆様、月一回のスマイ

ル宜しくお願い致 します。

地区ロータリーの社会奉仕活動 とし

て 8月 24日 に富士山の清掃活動 と講

演、見学会の催 しがあります。多くの

会員のご参加をお待ちしてお ります。

今年度“会報グループ"と なりました。

一年間がんばります。新体制での第一

回目の会報も無事発信できました。

誕生 日のプレゼン トあ りがとうござ

いました。何十年ぶ りのプレゼン トで

感激 しました。これからも宜しくお願

いします。

7月 14日 で 57歳 を迎えます。両親に

元気になるよう愛情一杯に育てられ

友人に励まされ、家族に支えられてき

たことに、心を込めて感謝のスマイル

させていただきます。

お誕生 日プレゼン トあ りがとうござ

います。また一つ年をとりましたが頑

張 ります。

本年度、幹事を務めさせて頂きます。

これまで全 くの不勉強で何もわか り

ませんが、宜しくお願い致 します。

≪出席報告》
会員数 出 席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
56(54)

7/4 56(53) 6

58(53) 6 8 84.91%


