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★会長報告      会  長 仲野 和則 君 

本日はパストガバナ

ーでいらっしゃいます

静岡ロータリークラブ

の志田様をお迎えして、

ご自身の経験に基づか

れまして「会員増強」

についてお話をして頂

きます。私が入会させていただいた平成 3 年には 78

名の会員が焼津ロータリークラブに所属していまし

た。しかし現在では 45 名と会員数が減少してきてし

まいました。時代の移り代わりといえばそれまでです

が、この現状を打破することが先決であると思ってい

ます。今年 9 月に発行された「ロータリーの友」の中

の「ロータリーデー」について、 

『ロータリーの活動を一般の人にも理解してもらい、

関心を高めること。それがひいてはロータリー入会へ

の関心がつながる。皆が楽しめるイベントを地元の他

団体と協力して実施すれば「ロータリーデー」は必ず

成功する。』という内容が書かれていました。 

本年度も会員増強は重点項目の一つになっていま

す。志田様から具体的なテクニックをご享受していた

だき、会員が一丸となって増強に努めていきたいと思

っています。 

 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

・ 11 月 16 日の地区大会に参加の皆様へ集合時間が

AM7:00 焼津南口集合ですので遅れないようにお願

いします。 

 

 

★理事会報告 幹事  伊東 良洋 君 

・12 月の例会プログラムが承認されましたので皆様にお

渡ししました。 

・細則の見直しを行い、修正をした方が良いと思われる

個所の資料を配布させて頂きました。12 月 1 週目の総

会にて議案とさせていただきますので、目を通してお

いて頂けるようにお願いします。何かご意見ご質問あ

るようでしたら幹事までお願いします。 

★委員会報告・同好会報告 

社会奉仕委員会 岡村 延昌 委員長 

・来週は移動例会となります。地区の補助金を頂いて焼津神社

梅園整備事業を実施します。服装は青いブルゾン着用、梅の

植樹を行うのでズボンは多少土ぼこりが着いても差し支えな

いものでお願いします。 

・11月 30日(日曜日)の AM8:30～9:30で焼津ビーチクリーン

大作戦を行います。場所は昨年同様に焼津浜当目海岸となり

ます。大石さんのご厚意によりトマル水産様に駐車場をお借

りすることができました。そちらに駐車して頂き、浜当目海

岸に移動頂ければと思います。雨天は中止となります。ゴミ

袋は用意しますが、軍手等は各自で準備ください。 

・先日の第 33回ふれあい広場福祉まつりへのご来場ありがと

うございました。決算報告が決まり、42,060円寄付させて頂

きました。ご協力ありがとうございました。 

親睦活動委員会 村松 英和 委員長 

・いよいよ来月クリスマス家族例会を迎えることになりまし

た。皆様にクリスマス家族例会の案内チラシを配らせて頂き

ました。いろいろなイベントも用意しております。ぜひ、ご

家族ご一緒にご参加をお待ちしております。 

申し込みは来週の例会より行いますのでよろしくお願いしま

す。 

 

 

 

第２６４７回 例会         平成２６年１１月６日（木）晴れ     
SongLeader 親睦活動委員会 村松 英和 委員長  ♪奉仕の理想 ♪恋の町札幌 

4 つのテスト 職業奉仕委員会 清水 誠一 君 

Guest 国際ロータリー第 2620 地区 

       パストガバナー 志田 洪顯 （しだ ひろあきら）様 

Visitor 焼津南ロータリークラブ 会長エレクト 小梁 博治 （こはり ひろじ）君  



★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇芳村 正樹 君 (S42.11.9) 

【結婚記念日】 

〇清水 誠一 君 (H5.11.6) 

〇中野 弘道 君 (S60.11.9) 

〇青島 直久 君 (S55.11.10) 

【夫人誕生祝】 

〇仲野 和則 君（京子様） (11.8) 

 

★スマイル報告 

 

①  藤原 明 君 

志田パストガバナーの御来焼を感謝申し上げます。 

世界中の株式市場が活気があり、ＴＯＫＡＩの株価も

上昇し、株主の皆様に安心して頂けたのではないかと

思います。 

②  仲野 和則 君 

10 月 23 日のグルメ＆日本酒同好会が静岡駅の銀座ラ

イオンで開催され、当クラブの半数の 25 名が参加し

例会中とはまた違う感じの表情が印象的でした。 

楽しいひとときを過ごさせていただくことができ、担

当された皆様に感謝し、次回開催を楽しみに期待して

おります。有り難うございました。 

③  仲本 滋哉 君 

サッポロビール株式会社静岡工場は、昨日交通安全優

良事業所として銅賞の表彰を焼津警察署にして頂き

ました。年末の忘年会に向け、飲酒運転撲滅を徹底し

ていきましょう。（たまにはまじめに（笑）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スケジュール 
11/13 

12:30～ 

焼津神社梅園整備事業 植樹 

11/16 地区大会（グランドホテル浜松） 

11/20 

12:30～ 

移動例会 職場訪問 

 「㈱赤阪鐵工所 豊田工場様」 

11/20 

13:30～ 

ふれあい広場 第３回全体会議 反省会 

(焼津市総合福祉会館) 

11/30 

8:30～9:30 

やいづビーチクリーン（浜当目海岸） 

12/21 

17:45～20:00 

移動夜間例会 クリスマス家族例会 

 

★卓話 
卓話者: パストガバナー 

志田 洪顯（しだ ひろあきら）様 

 

会員増強について、

色々な体験談を頂き

ました。重要なのは人

脈・パイプ作りであり、

最初に声をかけさせ

てもらってから 2 年 3 年、ケースによっては 5

年も費やすこともあるとのこと。それだけのお

付き合いを普段からしていくことが大事なこ

とだと教えて頂きました。 

また、会員増強のこと以外にもお話を聞くこと

ができ、楽しくためになる時間を過ごすことが

できました。 

志田様 大変有難うございました。 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

10月16日 

M-UP 

確定 

出席率 

11月 6日 
45 

(45) 
32名 71.11% 5名 84.44% 

 

★メークアップ 

藤原 明 君  （静岡日本平ＲＣ） 

青島 直久 君 （社会奉仕） 

伊佐 公友 君 （焼津南ＲＣ） 

村松 英和 君 （社会奉仕） 

藁科 博伸 君 （社会奉仕） 

 

 

 

 

 

 

 

★昨年の事業 

高草山のバイオトイレのその後様子 

昨年度の事業で設置した「高草山笛吹段公園の

バイオトイレ」の様子です。 

半年以上経過しましたが、中も外側も掃除がし

っかりされていてとても綺麗でした。 

写真は伊東幹事より提供頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
綺麗な状態です      芝桜が育っております 

 

 

            看板も設置されました。 


