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□会 長／川島 啓晃
□ 副 会 長 ／ 依 田 邦 彦 ・ 溝 口 明 範 ・ 南條 恭有紀
□ 幹 事 ／ 三 浦 新 介 □ 副 幹 事 ／ 川田 英史

四つのテスト
I . 真実かどうか
II. みんなに公平か
IV. みんなのためになるかどうか
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シェカール・メータ 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

ゲス ト

令和3年8月2日（月）

第1256回 例会
第1505回

例会日 ： 毎週 月曜日 1 8 : 00〜19 : 00
例会 場 ： 静岡グランドホテル中 島 屋
事務 所 ： 静岡市葵区追手町2-12 5F/ TEL 054-254-5611

III. 好意と友情を深めるか

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

今回ゲストはありませんでした。

♪本日のロータリーソング「奉仕の理想」●ソングリーダー：長嶋 明彦 会員
川島
啓晃
会長の時間
鈴木
延幸
会長の時間
東京でコロナ感染が拡大し4,000人を超え、静岡もステージ３になりました。今回から「スクール
形式」にてお弁当にさせて頂き、当面のあいだ例会を進めさせていただきます。宜しくお願いしま
す。幹事報告でも報告させて頂きますが、次回例会のクロスロードにての親睦会も予定を変更させ
て頂きます。7月26日に初めての試みの委員会、皆さんいかがでした。是非、有意義な時間にして
頂きたいと思います。
今日は、私の中央ロータリークラブへの思いをお話します。私は２００１年１月に入会させていただき、
２１年目になります。人生の３分の1、
このクラブに在籍してます。
そしてこのクラブに育て頂き、今日があ
ります。寺尾先輩、溝口先輩、望月徹先輩、南條先輩、長嶋先輩、
そして、青年会議所時代から今日ま
で曽根田先輩に指導していただき、
また、多くの方々にお世話になりました。今ここにいれるのは、
このクラブのおかげです。
今年度は増強に力を入れて頂いています。特に増田会員有難うございます。私自身、入会当時増強の大切さも分からず１
4年間、漠然とロータリーの例会に出席してました。
１5年目は30周年の年でした。30周年の年の会長は、南条先輩でした。私
は聖光の3期、先輩は1期、50年のお付き合いがあります。先輩のためになにかできないかと思い、
もっと会員をふやさなくては
ならないことにやっと気付き、聖光の後輩である三浦新介君に声をかけました。彼は青年会議所で理事長経験者でした。他
のロータリークラブからも誘われていたにも関わらず、依田君、川田君、大村君、橋本君と5名で中央ロータリークラブに入会し
ていただきました。
とてもありがたかったです。彼ら５名は私が声を掛けなければ、他のロータリークラブに入会してたかもしれ
ません。彼らの人生は、
また違っていたかも知れません。増強とは人の一生を左右することなんだと思いました。
今日私が聞いていただきたいのは、
「縁・ご縁」です。三浦新介君をはじめ、
この５名との出会いに「ご縁」をしみじみと感じま
した。
それから少しロータリークラブへの考え方が変わりました。今日この会場にいるメンバー、今日欠席のメンバー含め、縁が
あってこのクラブに在籍しています。
お互いがもっとご縁があったことを 感じあい、例会だけではわかり合えない仲間同士の
友情・信頼・人生の先輩・後輩、是非とも 委員会で感じてください。
そして、今後の人生にいかしてください。
中央ロータリーク
ラブは他のクラブとはちょっと違う、何かが違う、
それは一度しかない人生でこのご縁を大切にし、和気あいあいと居心地のよ
い、家庭的なクラブそんなクラブになったらいいなと思います。
今年一年ではむずかしいと思います。
でも私を育てて頂いたこのクラブに御恩返しする一年とし、
チャレンジしていきたいと
思います。皆さん、改めて一年宜しくお願いします。

幹事報告

スマイル 報 告

三 浦 新介 幹事

・8/9
休例会 ・8/16 休例会
・8/20 外部卓話（納涼例会中止）
・8/23 休例会 ・8/30 委員会開催日
・9/6 理事会、
外部卓話（奉仕委員会）
・9/13 会員増強財団米山委員会担当例会
・9/20 休例会 ・9/27 委員会開催日
・曽根田会員
（出席免除会員）
・のぼり旗寄贈（災害ボランティアセンター） ・8月の結婚記念日
花森会員
・熱海土砂災害（中和RCよりの手紙）

■会員からのスマイル 総額／16,000円
川島会員、
三浦会員、
川田会員、
溝口会員、
針谷会員、
長嶋会員、
大杉会員、
安藤会員、
岡崎会員、
小林会員、
山田会員、
小澤会員
スマイルマンデーします。
依田会員
結婚記念のお花、
ありがとうございました。
松下会員
本日、
クラブフォーラム担当します。
宜しくお願い致します。

静 岡 中 央ロータリークラブ 週 報
クラブ会報委員会

ホームページ http://shizuoka-chuo-rc.jp/

小林 信一 会員

メールアドレス 6rc-godo@mail.wbs.ne.jp

静岡中央ロータリークラブ週報

会員増強・財団米山常任委員会

松下 慎一 委員長

〜 戦略計画について 〜
3年前、曽根田会長の時に作った「戦略計画」について説明いたします。魅力あるクル
ブを作るために5つのクラブビジョンを策定しました。今年度は川島会長が新しい試みとし
て、
で3つの委員会に分けましたが、皆さんのやる気と会長を盛り上げる気持ちで、
ロータ
リーの新しい形になっていくかもしれません。
新会員を10名増やすという目標を立てて、現在9名の入会がありました。
目標は達成で
きると思いますが、退会者が2年で10名となっています。
また、マイロータリーの登録を35
周年の事業とすることも良いと思っております。

南條副会長

〜 会員増強について 〜
1999年度に最高の63名の会員数となりましたが、
その後は、徐々に減りまして、今年度
は43名でのスタートとなっております。右側の「会員数推移」をご覧いただきますと、
2005-2006年度に「長嶋会員、加藤会員、金丸会員、上條会員」など、8名の入会があり、
57名となりましたが、翌年度には5名の退会者があったりと、入会者より退会者が多くなっ
ていることが多く、会員数減少につながっております。
また、他クラブにおきましては、女性会員が5,6名おりますので、女性会員を何とか数名
増やして、
それにより女性会員が入会しやすい環境を作っていくことも必要だと思います。
平均年齢におきましては、他クラブが50代後半から60歳代ということですので、
当クラブの55歳というのは非常に
若いメンバーが多いクラブだとわかります。
ベテランのメンバーが若いメンバーにロータリーの伝統を伝え、指導していただき、全員でクラブを活性化させてい
かなければならないと考えております。
今回始まった「委員会単位」の活動におきましても、
ベテランメンバーの重みのある貴重な意見をいただいてい
ると思いますので、融合していくことで、今後50周年にむけて素晴らしいクラブになっていくのだと確信しておりま
す。新会員の入会、退会の防止、
これが両方うまくいかないと会員数は増えていきません。今後も同様で、一人ひ
〜新会員の率直な感想〜

とりが役割を持ち、
ロータリークラブの例会を楽しみに出席できるようなクラ
ブ作りをしていかなければならないと思います。そのためには、親睦を深め
ることが大切だと思います。親睦活動委員会の活動も大切だと思います
が、今年度の「委員会」別の親睦が非常に大きな役割を持ってくると思い
ます。委員会でそれぞれ役割を果たし、親睦を深めていくことが退会防止

是永 英和会員

山田会員

につながっていくと思いますので、ぜひ委員会に出席していただきたいと思
います。

出席報告

委員会報告
・依田副会長
昨年度の委員長様、報告書の提出をお願いいたします。

小澤 委員

8月2日（月）
奉仕プロジェクト常任委員会
クラブ管理運営・広報常任委員会
会員増強・財団米山常任委員会

40%
61.5%
80%

全体
65%

・総会員数43名（出席義務会員37名＋出席免除会員6名）
〜出席率向上へのご協力をお願い致します〜
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