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今後の予定

2018-2019 年度／堂前 慶之 会長
今年は木枯らしも吹かず、昨日は春一番のような温か
い風が吹き変な天気でした。師走に入り今年もあと僅
かです。12/19 に開催されるクリスマス例会はご家族
も含め現在 70 名弱がご参加いただけるとのことです。
ご検討されている方は是非ご参加をお願いいたしま
す。さて、本日の理事会で 50 周年記念事業のダンスフ
ェスティバルについて報告がありました。着々と準備
が進んでいます。組織表もできていますので、各担当
者はご協力をよろしくお願いいたします。昨日は地区
会員増強事例セミナーが開催され、松下ガバナー補
佐、外谷幹事、濱尾地区会員増強・会員維持委員（統
括司会を担当）とともに参加してきました。8 つのク
ラブによるパネルディスカッションが行われたのです
が、伊勢原ＲＣも増強に成功しているビッグクラブと
してパネラーに指名されました。どのように増強が進
んできたのかを少し整理すると、2012-2013 松下年度
に井戸川増強委員長のもと 12 名の新会員に成功して翌
年の 45 周年多田年度を迎えました。この時の会員数が
45 名で平均年齢も 60 才を切り 59 才へと若返りまし
た。そして 5 年後の 50 周年に 70 名のクラブを目指す
という目標設定がされ、現在 60 名を超えるクラブとな
っています。この 5 年間で 15 名ほどの純増となって
いるのですが、5 年間で 13 名ほど退会していますの
で、28 名が新会員として入会したことになります。平
均年齢も 57 才とさらに若くなりました。何が何でも増
強ということではないですが、元気で活力あるクラブ
たる所以はやはり増強にあるのではないかと思いま
す。
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[第 2575 回]クラブ年次総会
[第 2576 回]クリスマス例会
[第 2577 回]特別休会
[第 2578 回]特別休会
[第 2579 回]特別休会（3RC 合同例会）
[第 2580 回]卓話（会長新年抱負）

幹事報告
★ガバナー事務より
・次年度行事予定報告のお願いが配信されております。
締切：12/20(木)
・財団室 NEWS12 月号が配信されております。
★伊勢原市商工会より
四団体共催新春講演会並びに役員賀詞交歓会開催のご案内が
届いております。
日時：平成 31 年 1 月 8 日(火)
新春講演会：受付 14:30～ 開会 15:00
場所：シティープラザ 3 階 研修室
賀詞交歓会：開会 17:00
場所：シティープラザ 1 階 ふれあいホール
同封ハガキにて返信 12/21(土)迄投函
★いせはら芸術花火大会実行委員会より
第 8 回いせはら芸術花火大会ご協賛のお願いが届いており
ます。
日時：2019 年 5 月 25 日(土)
会場：伊勢原運動公園 自由広場
★一般財団法人比国育英会パ宜雄基金より
2017 年度事業報告書の送付と基金への寄付のお願いが
届いております。
★認定特定非営利活動法人 地域福祉を考える会より
ニュースレターが届いております。

田村

スマイル報告

貴寿/スマイル委員会委員長

堂前慶之君／外谷正人君／築城忠生君／村上一秋君／小山博正君／市川正孝君／戸田裕士君／
山田昌紀君／貝原剛規君／田中徹君／天野耕一郎君／熊谷勝利君／土屋修君／松下孝君／
井戸川秀治君／内田智久君／田村貴寿君
服部幸詞君／山田昌紀君／秋山哲也君
[配偶者誕生祝い]
[結婚記念祝い]
[創立記念祝い]
天野耕一郎君／田村貴寿君
0

荒巻 哲朗君

井戸川 秀治君

井戸川 秀治君

奥様誕生日を祝っていただきありが
とうございます。年は要らないけ
ど、お祝いは欲しいそうです。とに
かく仲良く生きて行きます。

結婚祝いありがとうございました。今年で
35 年になります。これからも耐え忍ぶ家庭
生活を送ってまいります。そこで一言。女
性は結婚前に泣くが男性は結婚した後に泣
く。皆さん伴侶をお大事にして下さい。

入会を祝っていただきありがとうござ
います。今年で 14 年になりました。
今年は自分のお仕事に専念します。

出席報告

会員数

60

濵尾ゆかり/出席・プログラム委員長

出席計算に用いた数

58

出席者数

37

出席率（％）

63.79

前々回修正出席率
（％）

60.34

MAKE UP
事後
東 学君→クラブ管理運営委員会
藤沢南ロータリークラブ
マイロータリー推進委員会

卓 話

東 学 会員 ／ 地区マイロータリー推進副委員長

「My Rotary」とは、ご登録いただくことでロータリーの活動や地区・クラブ運営
に必要な情報やデータを随時入手できる便利なシステムです。
☆RI・地区・クラブ運営に関するありとあらゆる情報の宝庫
☆変化するロータリーの仕組みに対応する最新情報
ロータリー活動を強力にサポートする機能が用意されています。
⬛️My ROTARY アカウントを登録すると。
豊富な資料・情報収集やニュースレターの無料購読が出来ます！
例：会員増強資料、手続要覧、国際大会等の動画、ご自身の寄付履歴、ラーニングセンター
世界中のクラブの現況や、奉仕活動のヒントを得ることが出来ます！
例：公式名簿、ロータリークラブ・セントラル、ロータリーショーケース、補助金センター
世界中のロータリアンと繋がってアイデアの交換や交流を深めて頂くことが出来ます！
例：アイデア応援サイト、フォーラム、メール機能

⬛️ロータリークラブ・セントラルのメリット
クラブ会長、幹事、事務局職員の方にとっては、
「ロータリークラブ・セントラル」
（寄付目標、会員増強目標の設定）、
会員情報（入退会更新）、半期報告書、人頭分担金の請求書発行等、地区、クラブ運営にとって不可欠なオンラインシス
テムです。
（1）多くのデータを一つの場所で管理できる
（2）紙の利用を減らし地球に優しい方法
（3）クラブの目標や進捗情報を確認できる
（4）ロータリアンは誰でもクラブの目標を確認できる
（5）前年度の目標や達成状況を確認できるので、一貫したクラブの取り組みが可能
（6）世界全体のロータリアン活動の影響を把握できる
⬛️マイロータリー登録にあたっての重要事項
マイロータリーのアカウント取得のキーはたった 2 つ
（注：別紙登録方法４ページにあるように他の情報を求められてきたら登録できません）
会員の名前 半角英数
メールアドレス
クラブセントラルに登録してある会員情報と完全に一致していないと登録ができません
たとえば登録情報が下記のとき
Youichirou Waki
y.waki@d2780.rotary.bz
アカウント取得時のインプット情報が少しでも違うと登録できません
youichirou waki 大文字・小文字の間違い
Yooichirou Waki スペル違い（最も多い間違い）
Ｙｏｕｉｃｈｉｒｏｕ Ｗａｋｉ 全角英数
y.waki@nifty.com
y-waki@d2780.rotary.bz
y.waki＠d2780.rotary.bz

そもそもアドレスが違う
スペル違い（最も多い間違い）
＠が全角英数（分かりづらいので注意）
まずは今一度登録情報の確認をお願いいたします。
「マイロータリーの登録率向上」卓話 にて登録する場合は
事前にスマートフォンのアドレスを追加登録しておくと
その場で登録が可能です！

