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今日は残念な報告なのですが、大津会員がご家庭と、
お仕事の事情でやむなく退会となりました。
これからの
ご活躍お祈りしたいと思います。
西日本豪雨による被害の甚大なこと、犠牲者も２２０名を超えました。最近の自然災害は想像を絶するようで
す。今回の台風もまさか東から西へ襲ってくるとは、地球が突然反対に回ったみたい。出来るだけの防災は必要
ですが、
どうしても想定外の事は避けられないようです。被災された方々本当にお気の毒ですが、私達も心の支
えになるようにしたいと思います。手に手、
輪に輪、広がれ、回れはロータリーの中だけのものではないと知らされま
した。
この度は当クラブとして静岡県ボランティア協会を通して被災地の方々に手をさしのべることになり、池上幹
事、山田副幹事と私とで義援金を送って来ました。
ご協力ありがとうございます。

幹 事 報 告

池上 直子 幹事

会員のお祝い

①第2回理事役員会報告

誕生日

②西日本災害募金について

片山 健 会員
(昭和22年8月4日生)
誕生日お祝いありがと
うございます。先日心
臓の手術を勧められま
したが元 気なので延
期になりましたが、会
計を担当してます。
皆さん心 臓に悪いの
でびっくりさせないでください。

③8月の予定
10日
【新入会員卓話
17日
【会員卓話

廣田会員】

池上会員】

21日火曜日
【ガバナー公式訪問日】
31日
【第五金曜日 休会】
④8月10日例会終了後

歴代会長会開催

ロータリーソング

小島 万記 会員

国歌・奉仕の理想

委員会報告

出 席 報 告

望月 由美 前幹事
年次報告書を早く提出してください。

出席計算
回 月・日 会員数 会 員 数
前々回 7/20 42名 40名
本日 8/3 41名 41名

大林 副会長
インフォームドミーティングの
開催をしてください。

北川 浩孝 会員
出 席
メイク 出席＋ 確 定
会員数 出席率 アップ メイクアップ 出席率 完 欠
34名 85％ 1
35 87.5％ 7
95.1％
39名
−
−
−
−

村松 会員
ロータリーの友の紹介
2018年8月7日までのホームページ閲覧総回数：32039回
村松 会員
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静岡日本平ロータリークラブ週報
ス マ イ ル

坪内 志のぶ 会員

○吉岡 章 会長
①会員増強なにとぞお願いいたします。②大津さんの退
会をおしんで。
○松浦 英彦 会員
①喜寿の祝い誕生日祝いありがとうござい
ました。②長男に男の子が誕生しました。
2017年出生率が100万人割れと益々少子
化が定着する様子本年も前年と同様となるようです。人
口減少の中で世の中に寄与する人材に育つことを念じ
ています。
○片山 健 会員
誕生日祝いありがとうございました。
それにしても暑いです
ね皆様ご自愛を！
○洞江 秀 会員
蒔田さん昨年の会報を製本した物を頂きました。
すばらし
い記念ですありがとうございました。
○野村 泰俊 会員
2回連続で所要の為欠席しましたお詫びスマイルです。
○村松 克巳 会員
会員の皆様暑中見舞い申し上げます。今月より
「ロータリ
ーの友」の紹介をします宜しくお願いいたします。
○芦澤 政広 会員
①本日は会員増強フォーラムです、
お話させて頂きます。
②８/４．
５青葉シンボルロードにてストリートジャズフェスティ
バルがあり5日午後3時15分より出演します熱中症に気
をつけて聴きにきてください。

○望月 由美 会員
蒔田先輩から最高のプレゼント、
昨年の会報をまとめて頂
き感激ですありがとうございました。
○野上 智徳 会員
今年の夏は言葉もでません！
！
○竹田 昭男 会員
来週は欠席ですので先にスマイルします。
８月１５日が６４
回目の誕生日、
お祝いありがとうございます。
○京戸 悦子 会員
誕生日のお花ありがとうございました。
○坪内 志のぶ 会員
先日納涼例会では、
皆さま娘をかわいがって頂きありがと
うございました。大変感謝しております今のご時世、女の
子が医大へ行くのは難しいようですので、
やはりダンスの
道も考えようと思います。
○松本 博 会員
芦澤さん先日社員旅行にバスを利用して頂きありがとうご
ざいました。片山さん昨日税務署にて子供たちの移動に
バスを使用して頂きありがとうございました。
バス代は今年
の法人税をチャラにして頂き大変うれしいです。

７月２７日に会長、幹事、
副幹事が特定非営利活
動法人静岡県ボランティア
協会に寄付金を届けてき
ました。

フ ォ ー ラ ム 「各クラブが増強に戦略を持って取り組む事が大切 、ロータリークラブは結

果として人間成長出来る組 織であり、地 域 社 会へ の 貢 献を実 感 出 来る組 織 、
その為には地域社会に広く認 知され理 解される必 要がある」それが会 員 増
強につながる。

《各クラブの増強計画》
・会員全員で継続して行う長期的勧誘
・ステータスを持ってクラブを運営する御殿場クラ
芦澤 政広 会員

ブ６０名維持１００％出席入会待ちがある
・ローカル誌や新聞等に掲載される人物にアプロ
ーチ
・自分たちの活動をアピールして勧誘
・会社経営になぞられて……「リクルート活動の根
本は自分の会社を良い会社にする」
・入会早々の人が勧誘活動をする
（現状が分かる、思いが伝わる）
・会員自身がロータリーの理念をしっかり説明できる

・自分と同じ感覚を持った人を勧誘する
（入って欲しい）
・自分の業種に近い業種の人を勧誘
・ロータリーのイメージ戦略
（地区・エリアで広告）
・オープン例会を含めロータリー体験を企画する
・
ＪＣ卒業者へのアプローチ
クラブ の 現 状

会員４1名 平均年齢６２．
２歳
平均出席率９０%超
吉岡年度の目標 ４名増加
年間通してのお願い 増強意識が薄い会員の
皆さんに「お願いを発信する」
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例会日 毎週金曜日 12：30〜13：30
例会場 ホテルアソシア静岡ターミナル4F
◉会長 吉岡 章
副会長 大林 久人
幹事 池上 直子
副幹事 山田 常夫
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