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会報担当

清水誠一

「役員・理事・委員長就任挨拶」
◆ 司会者

◆ 会長挨拶
幹 事

浅原 博 君

会

長

多々良 浩吉 君

この前の日曜日会員増強委員長の藪崎さんと甲府

◆ 開会の点鐘

で開催された、会員増強セミナーに参加してまいりま
会 長

多々良 浩吉 君

した。
その時特に女性会員の新規加入問題が、よく議題に

◆ ROTARY-SONG

上がりました。この地区の女性会員の平均加入率が４．

ソングリーダー

大井 基明 君

「我らの生業」

５%強で焼津クラブは平均を維持しております。
しかし、全国的には平均値が徐々に上がっておりま
す。国際平均の１７%は無理としても１０%の５名位
まで上げるよう努力したいと思います。
もともと２３年前
迄国際ロータリーの
定款と細則で「男性
に限る」と決められ
ていましたから、女
性会員の歴史は新し

◆お客様の紹介

いのです。
会 長

多々良 浩吉 君

★焼津南ロータリークラブ

◯焼 津南ロータリ ークラブ 会長挨拶

会

長

中村 幸夫 君

（ゆきお）

幹

事

神谷 祐昭 君

（ひろあき）

★まちをきれいにする運動
焼津市環境水道部部長 村松 幸昌 様 （ ゆ き ま さ ）
★社会を明るくする運動
焼津地区保護司会会長 村松 晴一 様 (は る い ち )

中村 幸夫 君

◆ 補助金贈呈（社会奉仕委員長 青島 直久君）
会

長

多々良 浩吉 君

◇会員親睦委員会 大井 基明 委員長
来週の納涼親睦例会ですが、工場敷地内の施設
をお借りするため、保健所からのお達しで生もの

★まちをきれいにする運動

の持込みが不可能ということです。刺身等のつま

焼津市環境水道部部長 村松 幸昌様 (ゆ き ま さ )

みはお出しすることができませんがご理解のほど
宜しくお願い致します。再三ご案内しております
がご家族もお誘いの上ご参加ください。宜しくお
願い致します。
◆ 同好会報告

◇グルメ同好会
浅原

★社会を明るくする運動
焼津地区保護司会会長 村松 晴一様 (は る い ち ）

博 君

先週の木曜の夜、ピッツェリア２２ヴェンティド
ゥエというお店に行って参りました。美味しいワイ
ンと料理を頂いて来ました。写真を回覧させて頂い
ておりますのでご覧下さい。
◆ 会員のお喜び

親睦活動委員会

大石 基明 委員長

◇本人誕生日
山竹 葉子 君

◆ 幹事報告
幹

事

S33.8.4

浅原 博 君
◇夫人誕生日

①来週の例会は納涼夜間例会です。サッポロビー

田代 晴通 君

（悦子 様）7/29

ル(株)静岡工場ゲストハウスで５時３０分受付

橋本 喜史 君

（佳子 様）8/1

開始、６時００分開会です。又、第２回理事会
も例会前５時００分より同じくゲストハウスで
行いますのでよろしくお願い致します。

◇入会記念日
村松 英和 君

H23.7.21

秋山 和幸 君

H13.7.26

②近隣クラブの例会変更通知が参っておりま
すので回覧いたします。

◇創立記念日
多々良 匡 君 ㈱丸一家具センター S42.8.1
村松 淳旨 君 杉原村松会計事務所 H12.8.1

◆ 委員会報告
◇社会奉仕委員会

青島 直久 委員長

奥川 将之 君 将建マテリアル㈱ H10.8.1

先週の土曜に、富士山 絆の日の事業に参加して
参りました。詳しくは、写真付きの報告書を回覧
させていただいておりますのでご覧下さい。１１
月に、今回の成果の確認に行く予定です。

◆ スマイル報告

スマイル委員会

大石 博之 委員長

◯藪崎 二三男 君
８０代からはじめて第７回、エクシブ山中湖

◇国際奉仕委員会 岡村 延昌 委員長
ベトナムへの視察研修親睦旅行ですが、今日現
在の参加者は１２名で、最高齢は小原さんです。
８月の第２週まで受け付けさせて頂きます。ご参
加のほど宜しくお願い致します。

でのハイメディック検診です。本年も先週のク
ラブ例会後出かけての人間ドック。検診結果も
各医師から昨年のデーターと異常なく、翌１５
日にはほっとした気持ちで、多々良会長と甲府
での地区会員増強セミナーに参加しました。
健康であること、皆様のお陰と感謝してスマ
イルします。

◆ 役員・理事・委員長就任挨拶

で１年間ご協力をお願いすることになって居ります。
申し上げるまでもなく、
会員増強委員会は 数字で

◇副幹事 深沢 英雄 君

示さないと皆さんにご理解願えない、そう思って事

副幹事をさせて頂くことになりました深沢です。
松村直前会長の辞書には、
「できません」「無理で

務局で１９年度から本年度までの期首・期末会員数
と、新入会員数の動向を一覧にして貰いました。

す」という言葉はないものですから、
「はい、よろ

皆さんに配布してご覧頂けたと思います。新会員

こんで」という言葉しか出ませんでした。まだ入

を５名獲得しないと、５０名の会員数は確保できな

って間もないものですから、実際どんな仕事をす

いと思われ、５名加入は最低線かと思います。どう

るのかわからず、今に

か皆様にご協力をお願いして頑張りたいと思います。

なってプレッシャーを

また、新会員が加入するためには、楽しいクラブ

感じております。皆様

運営と同時に、
「誰でも入って下さい」というのでは

の暖かいご指導を宜し

なく、誇りある R.C.として「入れて下さい」という

くお願い致します。

クラブを目指したいという話も、副委員長から付け
加えられ、正にその通り

◇クラブ研修リーダー 槙田 堯 君

と感じます。まず皆さん

ロータリーがさらに継続・成長していくために

からの情報お待ちして

は、守るべきは守り、変えるべきは変えていく事

居ります。重ねて宜しく

が必要であります。守るべきものは、ロータリー

お願い致します。

の心、奉仕の精神であります。変えていかなけれ
ばならないものについては、国際ロータリーによ
れば、今のように世知辛い世の中では 3 年くらい
のスパンでビジョンの見直しが必要であるとのこ
とです。

◇職業分類委員会 久野 匠一 君
職業分類委員会の久野でございます。クラブ計画
書の１８ページから２１ページに明細がございま

もうひとつは、最近盛んに言われております、

す。当委員会は、副委員長の鈴木道元さんと二人で

ロータリー財団で進めていく「ゆめ計画」が来年

ございます。先ほど、藪崎会員増強委員長から責任

度から始まりますので、クラブこぞって参加して

感あふれるお言葉がありました。多々良会長年度の

いく。これが役割だといわれております。単年度

重点方針のひとつに会員増強がありますし、松村直

事業の繰り返しに陥りやすく、当クラブでも言え

前会長もことあるごとに会員増強、女性会員を増や

ることだと思います。3 月末までにエントリーと

そうというお話しをされています。私共は、この会

なります。最後に、や

員増強を裏で支える役割ですので、しっかりと応

はり会員の増強が長期

援・支援をしていきたいと思います。

的な問題になってくる

未充填職業が２３分類と計画書にありますが、現

と思います。一年間宜

時点で２５分類に増えました。 職業分類表は、会

しくお願い致します。

員数が非常に多い時に作られたものでありまして、
４２が充填されており、未充填が２５ございます。
これも、今の時代に合わせて、総合的に勘案して、

◇会員増強委員会 藪崎 二三男 委員長
会員増強委員会 藪崎でございます。事業計画書を作

未充填の職業分類を整理整頓して、すっきりとした
形にしていきたいと思います。

成する前、４月２２日に甲府で第１回地区協議会が行な

最後に、今年度会員増強ができますことを心より

われました。私がどうしても参加できず、近藤副委員長

願いますとともに、支

に代理で大変ご無理をお願い致しました。翌日には、副

援していきたいと思

委員長としての意見記入下さった報告書を頂き、本当に

います。1 年間どうぞ

有難かったです。当委員会は、近藤副委員長はじめ、松

宜しくお願い致しま

村友吉君、更に鈴木梅二郎君、身に余る委員会メンバー

す。

◇親睦活動委員会 大井 基明 委員長

◇文献記録委員会 仲野 和則 委員長

会員親睦委員会は、奥川さんに副委員長をお願い

今年もまた文献記録を担当させて頂くことに

し、久保田さん・鈴木さん・村松さん・山竹さん・

なりました中野です。今年で１０年目となり、

松岡さん・仲本さん、ベテランとフレッシュな顔ぶ

入会２１年経ちましたが、その半分以上が文献

れに私を含め 8 名で活動していくことになります。

記録ということになります。

本人誕生祝、結婚記念日、入会記念日、創立記念

先ほどもお話がありましたように、この会に

日の発表を例年通りさ

はマンネリ化した面が多いように見受けられま

せていただき、本年度は、

す。これはやむを得ない事といえばやむを得な

例会時にお渡しするお

いことかも知れませんが、今年は委員長さんに

祝いの品に、入会記念日

奮起して頂きまして、記録も新しい角度で記録

の記念品を増やしてい

が残せるように協力をして頂きたいと思います。

ます。

今日、回覧して頂いていると思いますが、
「写真
入りで、委員長さんのコメントを頂いて回覧で

◇プログラム委員会 山中 一成 委員長
プログラム委員会を担当させていただきます山中
でございます。

報告できるように」委員長さんにご協力頂きた
いと思います。
また、今年度は私は相談役となりまして、副

例会の卓話が充実いたしますよう卓話者の人選に

委員長の伊東君が主になってやっていただける

努めていきたいと考えています。顔の広い委員会メ

ものですから、その

ンバーですので、年間ローテーションを組んでバラ

ようなスタイルを

エティに富んだ内容にしていきたいと思います。

とらせて頂きたい

重要なプログラムで

と思います。一年間

すのでぜひ皆様のご協

どうぞ宜しくお願

力を頂きながら進めた

い致します。

いと思います。宜しくお
願い致します。

◆ 閉会の点鐘
会

長

多々良 浩吉 君

◇スマイル委員会 大石 博之 委員長
スマイル委員会を担当させて頂きます大石でござ

◆ 出席報告

います。
今年度は、スマイルのテーブルを会場内に設営さ
会員数

せて頂いております。計画書の中に書かせて頂きま

出席数

出席率

38 名

77.55%

7月5日

確定

M-UP

出席率

0名

84.00%

したが、今年度は、会員が自発的に「よろこび」を
発表し易くなるよう、スマイルしやすい雰囲気づく

7月

50

りをしたいと考えています。今日はたまたま欠席で

19 日

(49)

すが、スマイルの受付には、山竹葉子さんに座って
いただいて、気持ちよくスマイルして頂けるような
雰囲気づくりに努めていきたいと思います。
次回の納涼親睦例会では、恒例のクジ引きがあろう
かと思います。高額商
品が当たった方は、ス
マイルを頂けますよう
に宜しくお願い致しま
す。

