
第 2817回例会

≪司 会 ≫

_ ≪合 唱≫

≪ BGM≫

≪ゲス ト≫

≪ビジター≫

川崎 依子 君

「我等の生業」

BACH FAVOURITE MELODIES

なし

静岡 RC 松崎 至宏 君

≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

7月 16日 肥 田 隆輔 君

結婚記念 日

該当なし

高田 雅司 会長

皆さん、こんにちは。

7月 13日  静岡市内お

盆に入つたかと思います。

市内でも地域により7月

13日 か らのいわゆる新

盆のところ 8月 13日 か

らの旧盆のところ、地域

お寺さんにより違 うよう

です。市内の多くは新盆でご先祖様をお迎えするとこ

ろが多いようです。でもごく一部瀬名あた りでは 8月

1日 からお盆に入るところもあります。

それぞれの時期について少 し調べてみました。

7月 13日 ～16日 :旧 暦をそのまま新暦に置き換え

旧暦を重視 した考え方が元になつているとの事で、静

岡市内、東京、横浜や東北の一部がこの地域。

8月 20日 前後 :旧 暦の 7月 15日 が新暦の 8月 20

日前後だから。沖縄、奄美など。

8月 13日 ～16日 :新暦の 7月 15日 頃が農作業の繁

忙期であったため、月遅れのお盆とした。

全国的には 8月 の旧盆の地域が約 70%だ との事で

す。

いずれにせよ、時代 と共に旧暦のお盆は廃れていき

ました。理由は、 1日 暦は毎年 日付が変わり予定が立て

平成 29年 7月 13日 天候 豪雨

にくかったからだという事です。
いずれにせよ、先祖を敬 う大切な儀式 。慣習 しっか

りと継承 し次代に繋げてゆきたいものです。

≪委員長・リーダー計画発表≫

会員増強グループ リーダー 神野一成君

魅力有るクラブ作 りは会員増強から。60名 を目標数

とします。転勤される方の後任の入会に加え、会員一

人一人が新規会員の候補者の推薦をお願いしたい。特

に会長・会長経験者は最低 1名 以上の推薦を。また「ワ

インの会」には、是非 とも参加いただきたい。

会員選考グループ リーダー 戸塚敦雄君

ロータリアンとしての質的向上に向け、会員増強・

職業分類グループと密接に連携をとり、ロータリーク

ラブ入会の適性を速やかに理事会に報告 し、バランス

の取れた会員構成にします。

クラブ広報委員会    委 員 長 相原雄治君

各グループのリーダーとともに頑張つてまい ります。

なお、今年度より、 IT推進グループが公共イメージ

向上グループに変更となりました。

広報・雑誌 グループ   リーダー 鈴木広士君

「ロータリーの友」への関心を高めるために、毎月

の始めに 「ロータリーの友」の概略紹介を行いつつ、

当クラブの活動内容の 「ロータリーの友」への投稿や

新聞掲載、各方面への 「ロータリーの友」の配布によ

り広報を図つてまい ります。

クラブ会報 グループ   リーダー 佐橋徹 君

会報作成はグループ全員が参加、毎週当番制にて対

応 します。会長挨拶 。卓話はできる限 り正確な内容の

記録に努め、会員相互の情報共有に役立つ様な会報作
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≪会長挨拶要旨》



成 を目指 します。会報のペーパー レス化については、

大変重要な提案 と受け止め、今後の検討課題になると

考えてお ります。

SAA(会場監督 )グループ リーダー 長島秀親君

SAAと して明るく元気よくお迎えし、落ち着いた

雰囲気のBGMを 選曲。年間 6回の席次変更により会

員の親睦や情報交換を深めます。欠席の事前連絡の徹

底により無駄のない食事とし、また来賓にも気分よく

着席 してもらうよう心掛けます。

≪スマイル報告≫

肥田 隆輔 君   6月 の結婚記念 日、本 自の誕生 日

のお祝い、あわせてスマイルです。

森下登志美君   本 日ジュニアオールスター開催

です。この後、晴れますように。

相原 雄治 君   クラブ広報委員長を拝命 しま し

た。微力ですが、がんばっていきた

いと思います。

中嶋 達郎 君   新年度の会員増強委員に期待 し

てスマイル します。

村松 重治 君   松本さんの新入会をお祝いし、ス

マイル します。

高田 雅司 君   新会員、増山さん 。松本 さんのご

入会をお祝いし、宜しくお願いしま

す。静岡東ロータリークラブライフ

を楽 しんで下さい。

大村 幸代 君   増山達也 さんと松本安之 さんの

ご入会を情報委員会 として心より

歓迎いたします。

増山 達也 君   はじめまして、有限責任 トーマツ

の増山と申します。本 日入会させて

いただきました。今後クラブの主旨

に則 り、運営にも積極的にかかわつ

て参 りますのでよろしくお願い申

し上げます。

本 日入会 させて頂きま した松本

でございます。静岡に 6/15か ら着

任 してお ります。皆様方にご指導頂

きなが らロータリーライフを満喫

出来ればと思います。今後 ともよろ

しくお願い申し上げます。

秀親 君   SAAグ ループの長島です。本年度

は伊藤会員・小林会員 。宮崎会員の

4名 体制で努めてまい ります。1年

間よろしくお願いいたします。

ロータリー情報 グループ   リーダー 大村幸代君

活動の柱は、新入会員に対するオリエンテーション

と入会後のフォローです。入会時にはクラブの活動に

ご理解をいただけるよう丁寧に説明し、入会後は例会

や行事に参加をお願いしながらクラブに積極的にかか

わっていただく橋渡 しができたらと考えています。

クラブ管理運営委員会  委 員 長  由利浩志君

各グループのリーダー中心に活動をお願いします。

特にお願いしたいのはスマイルグループの活動。年間

100万円を目標に取 り組むのでご協力をお願いしたい。

クラブ奉仕 グループ   リーダー 伊藤洋一郎君

クラブ奉仕の意味について、手続要覧を読んでみる

と「ロータリアンが所属ロータリー・クラブを円滑に

機能させるために行なうすべての奉仕活動をいう」と

書かれています。クラブ内の各委員会の活動に積極的

に協力 してクラブ運営の円滑化 と活性化を図 ります。

出席グループ リーダー 佐野哲一君

年間平均出席率は 90%以上、欠席の場合の事前連絡

は火曜 日午後四時迄にお願い します。 メイクア ップは

事前に 日程 。場所をお伝 えす るので、100%で お願い し

ます。なお、勧奨 されているネ ッ トでの出席は本年は

遠慮 していただき、是非 とも会場に足を運んでほしい。

親睦活動グループ リーダー 山下勝央君   松本 安之 君

明るく、元気な挨拶で会員ならびにゲス ト、 ビジタ

ーを迎え例会を始めます。納涼例会や職場見学会、年

末家族会、観桜会のほかにも楽 しい会 を企画 します。

スマイルグループ リーダー 安本守男君   長島

笑顔でスマイルの呼びかけを行い、年間 100万 円を

目標 としますc会員、家族、事業所の慶事・祝事はも

ちん、失敗もユーモアたっぶ りにメッセージに載せ、

例会を賑わせ親睦を増進 します。

プ ログラムグル ープ   リーダー 宮城展代君

卓話の時間をしっか り確保 して、中身の濃いプログ

ラムを設定。会員卓話では新入会員の自己紹介を中心

に情報共有 し、来賓卓話では新 しい情報や新 しい価値

感の醸成に向けた引き出しになるよう工夫 します。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
7/13 55(53)

7/6 53(50) 5

55(51) 17 5 76 47%

(会報作成 新井 健―)


