２０１９年９月２７日（金） 晴
司 会：山本遼太郎 場監督補佐
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長
ロータリーソング
「それでこそロータリー」

ビジター
浜松 RC

有澤

克夫様

会長挨拶

先週の土曜日、海岸清掃御苦労
さまでした。全部で 440 名参加し、
カメの放流も行い、子どもたちも
喜んで帰って行きました。
私たちは駐車場係でした。鬼頭
年度で用意した黄色いジャンパー
が良く目立ちました。郵便局の後
藤さんには中田島から江之島高校
の生徒さんの送迎をしてもらい、
助かりました。河童も用意してく
れましたが、郵便局のお金でして
くれたそうで、感謝します。
半塲産の退会に伴い、クラブ研
修リーダーを新たに決めたいと思
います。次に理事会に諮ります。
お願いされたらイエスかハイでお
引き受け下さい。
今日は My Rotary の登録を行い
ます。現状、当クラブは地区内で
ワースト 5 に入っています。今月
一人増えましたが、まだ順位は変
わっていません。安間ガバナーの

第１５１０回例会

肝いりで行う登録ですが。来月 25
日のガバナー公式訪問にはその話
も出てくると思いますので、登録
率を 50%位にまで上げたいと思い
ます。面倒くさいかもしれません
が宜しくお願いします。
中田島の報告書ができています
ので、回覧いたします。

週報 NO. １１

☆長坂伸二 米山記念奨学委員長
10 月 20 日に米山梅吉記念館訪
問についてですが、出発を 15 分早
め、7 時 45 分出発としますのでご
協力ください。
☆川井啓介 会員増強委員長

幹事報告

新会員公示をした植山さんは無
事入会が決まりました。推薦者を
竹山さんから中村幸浩さんに訂正
します。次週入会式を行います。
新会員の募集は常時しています
ので、どんどんご紹介ください。
次週の例会は入会式の後、レデ
ィース会を行います。他クラブの
女性会 員がたくさん 見えます の
で、楽しみにお越しください。

・配付・・米山豆辞典
・京都中 RC 名簿を関係委員会に配
付しました。まだ残りが有ります
ので、お申し出ください。
・次週はグランドで大きなイベン
トが有り、駐車場が込み合います。
スマイル
ご配慮ください。
・浜松交響楽団のコンサートチケ
♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
ットが有りますので、ほしい方は
先週のマイクロプラスティック
事務局へ
ごみの清掃お疲れ様でした。ほん
・次回理事会は 10 月 11 日ホテル
の少しですが海がきれいになり、
九重で行います。
心もきれいになったような気がし
委員会報告
ます。良いことをするのはいいで
すね！！
♪中村智次さん
先週、50 数年お付き合いしてい
たモノとお別れしました。辛く苦
しく寂しいけれどガマンします。
♪川合弘高さん
9 月 22 日（日）天竜サイクルツ
ーリズムに参加して、天竜の山の

中を 74.5 キロ（4 時間）サイクリ
ングしてきました。無事完走しま
した。2 年後また開催されるので参
加したいと思います。
♪志賀口裕輔さん
9 月 21 日のゴミ拾い 2 日前に発
熱して、前日の駐車場準備は何と
か駆けつけましたが、当日は欠席
してしまいました。駐車場誘導を
手伝って頂いた皆様ありがとうご
ざいます。健康管理に心がけます。
♪内山義之さん
明日はエコパスタジアムで、ラ
グビーワールドカップの日本対ア
イルランド戦が行われます。ラグ
ビーは見たことがありませんが、
テレビ観戦をしようと思います。
皆さんもぜひ日本を応援しましょ
う。
♪上村計介さん
今日脳の MRI へ行ってきました。
父親が 61 歳でくも膜下で亡くなっ
ているため、私も 61 歳で脳の MRI
をしたところ５㎜の動脈瘤。10 ㎜
ではぜる。120 歳まで OK とのこと。
来月に続く。
♪佐藤芳一さん
来年のスキーのスケジュールが
本日決定。やるゾ～！！
♪川井啓介さん
曳馬地区の小中学生を対象に行
っている無料の学習塾が今回中区
区長賞をいただきます。ロータリ
ーの「奉仕の精神」を地元の地域
で実践しています。子どもたちが
取り残されないよう、応援してい
きます。

My Rotary 登録説明会
☆川合弘高 公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長

「create account」を 1 回クリック
したら、あと少しの手順で登録完了
です。
登録されていないメールアドレス
でアカウントを取ろうとすると、面
倒くさいことになります。一般人と
して登録されてしまいますので、最
初からやり直すことになります。
また、メールが届いたら、数日
のうちに登録を進めてください。ま
た、初めからになってしまいます。
わからない時は私か事務局にき
いてください。今日、10 名くらい
の方の登録ができたかと思います。
※ちなみに、例会前 9 名だった中
ＲＣ登録者数は、この後、21 名に
増えました。

My Rotary の登録がなぜ必要かと
いうと、国際ロータリーにとって最
重要なデータ源であり、ロータリー
活動における情報の宝箱だからで
す。安間ガバナーが力を入れてい
て、全員登録は無理としても半分以
上の方のご協力をお願いします。
☆渥美聡一郎 さん

他クラブ My Rotary 登録状況
2019.9.25 現在
順

グループ名

登録率

位

１
２
３
４
５
６
７
８

静岡第５
山梨第１
山梨第２
静岡第３
静岡第４
山梨第３
静岡第２
静岡第１
合計

77.71%
60.31%
54.88%
45.17%
44.67%
41.07%
39.26%
36.50%
52.19%

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
＊＊ 100%登録クラブ
100%登録クラブ ＊＊
焼津南 RC
浜名湖
RC
今日は皆さんのアカウント登録
浜松ハーモニーRC
浜松ハーモニーRC
作業を進めて行きたいと思います。
インターネットで「My Rotary
登録方法」とかで調べていただく
と、アカウント登録のページが出て ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
きます。ここを開くと PDF が読み
≪出席報告≫
出席報告≫
込まれます
岩田直也 出席委員長
アカウントの登録情報として、先
に登録してある名前をアルファベ
会員数
５１名
ットで入れます。そしてログイン用
出席者数
３４名
のメールアドレスを入れれば、基本
出席算定会員数
４５名
的なことは完了です。
出席率
７５．５６％
７５．５６％
この後、ロータリーからメールが
届くので、メール文中の「アカウン
前々回出席者数
３５名
トを有効にする」をクリックしま
前々回出席率
７９．５４％
す。そして、パスワードを設定し、
セキュリティ保護用の質問と答え
を入力します。
「CREATE ACCOUNT」
を 1 回クリックしてたら、ほぼ完了

