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　みなさんこんにちは。お盆も過ぎましたが、まだまだ過
ごしやすい気候になるにはもう少し時間がかかりそうです。
今月は会員増強・拡大月間ということで、本日は内田会
員増強委員長に6月21日に山梨で開催された地区会員
増強・維持セミナーでの研修内容のご報告と今後の増
強対策等のお話をしていただきます。私も参加させてい
ただきましたが、どのクラブも増強には苦労されているよ
うです。地区ごとの話し合いでもみなさん真剣に討論して
おりました。他クラブの活動内容では参考になるお話も
多く、有意義な研修だったと思います。特に若いメンバ
ーと女性を増員していくことが将来のクラブ運営には欠
かせないということも理解できました。ぜひ多くのお仲間
をお誘いいただけるようお願いします。私も皆様のご友人
を仲間としてお迎えできる楽しいクラブにできるよう努力し
てまいりますのでご協力よろしくお願いします。
　甲子園では20日に東海大相模高校と仙台育英高校の
決勝戦が行われました。東海大相模高校が45年ぶり2
度目の優勝となりました。東北地区の初優勝は今年も叶
うことができませんでした。また前年度ＩＭで講演してい
ただきました我喜屋監督率いる沖縄興南高校は準々決勝
で東東京代表の関東一高に4対5で接戦の末惜しくも敗
れてしまいましたが、2回戦6対5・3回戦4対3と1点差
で接戦を制し勝ち進んできただけに最後まで目の離せな
い好ゲームだったと思います。静岡代表の静岡高校も東
海大甲府高校に1回戦7対8で敗れてしまいましたが、こ
の試合も好ゲームだったと思います。

他RC出席  東君（8.8地区危機対策委員会）、鈴木君
（8.11新富士）、能見君（8.18沼津北）、
金子君・能見君・石川（秀）君（8.19長泉）

欠席者（8名）
道前君、髙地君、村上君、能見君、
鈴木君、内村君、内山君、渡辺
（芳）君
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8月28日（金）
　ガバナー公式訪問

会員誕生日　石渡　保宣君、渡辺　好司君
配偶者誕生日　塚本ますみ様（和弘君）

9月4日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　能見　哲理君

服　部君…清さんにお世話になりました。ありがと
うございました。
實　石君…誕生日のお祝いありがとうございます。
56歳になりました。皆様これからもよろしくお願いし
ます。
積　君…朝夕が少し涼しくなりました。

１．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…8/31（月）は夜間例会
　　　　　　　9/21（月）は祝日休会
　　　　　　　9/28（月）は例会場変更 観月例会
　沼津柿田川…9/7（月）は9/5（土）に変更
 創立記念清掃体験事業
　　　　　　　9/14（月）は9/12（土）に変更
 創立記念式典
　　　　　　　9/21（月）は祝日休会
２ ．8/23（日）地区ロータリー財団セミナー
　森藤会長・吉野Ｒ財団委員長　2名出席予定。
３ ．「第41回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
　卓上配布・詳細は事務局まで

　国際ロータリー第2620地区2015年～2016年
度 地区会員増強・維持セミナーが2015年6月21
日甲府で開催され、クラブ会長である森藤会長と
会員増強委員長であります私が出席いたしました。

　11時、野口英一ガバナーによる点鐘を行い、野
口ガバナーの挨拶がありました。挨拶の中で、ガ
バナーの方針10項
目のうち、49名以下
のクラブは1名純増、
50名以上のクラブは
2名純増を各クラブ
にお願いをしました。

　続いて、第2ゾー
ンロータリー・コー
ディネーター補佐
2011-12ＰＤＧ塩尻
ＲＣの都筑文男氏に
よる講演会が開催さ
れました。

　講演会は「戦略計画とクラブの活性化について」
をテーマとして、
•戦略計画とは
•ＣＬＰを立案、実行する
•会員増強の推進
•会員維持の重要性
といった内容で構成されていました。

　第2620地区を含めたロータリーについての現
状報告をはじめとして、様々なお話を伺うことができ
ました（下記参照）。

　また講演会終了後、グループによる会員増強・
維持方法の討論会が開催されました。
　報告は以上です。
　今月は会員増強月間ということで、会員の皆様の
協力が必要となりますので、今後とも情報、そして
勧誘をお願いいたします。

広　報 リーダー　山口　和一

　広報は、広報・雑誌委員会の2委員会で編成さ
れ、両委員会と連携を密に取り、ＲＣの奉仕活動
を広く地域の方々に理解していただくことを重点に
活動していきます。新聞をはじめマスコミ等への働
きかけを行うにあたっては、担当委員会とも連携し
協力を得ながら進めていきます。よろしくお願いいた
します。また、地区で推奨する「My Rotary」への
登録と活用にも協力していきます。
広報・雑誌　【目標】 会員増強につながる広報活
動、ＲＣの魅力を伝える広報活動、沼津ＲＣの確
実なＩＴ推進。【施策】 ①広報・雑誌委員会の連
携により、的確なＲＣの活動を伝えていく。②マス
コミ関係へのＰＲ用情報提供フォーマットの作成と
活用。③事務局との連携によるＲＣのＩＴ推進の
具体的活動。Ａ）ロータリークラブ・セントラルの活
用と情報のクラブ内広報。Ｂ）マイロータリーへの
全会員の登録。Ｃ）オフィシャルサイトの充実と円
滑な運営、沼津ＲＣオフィシャルFacebookの開設

広　報 リーダー　山口　和和

地区会員増強・維持
セミナ－報告
　　　　　　会員増強委員長
 内田　久嗣君

第1回クラブ協議会②

卓話
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