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《本日のお祝い》

お誕生 日

9月 20日 氣谷雄太郎

9月 23日 相原 雄治

《新井会員退会挨拶》

新井会員
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平成 27年 9 月 17 日 天候 雨

結婚記念 日

該当者なし

昨年の 7月 に入会

しまして 1年 3カ

月の短い間でしたが

皆様には大変お世話

にな りました。

この度社名で山形
への転勤を命ぜ られ

ま した。静岡東 RC

は私にとって心地よ

いクラブでした。そ

の理由は 2つ。ひとつは女性会員が多くそれぞれ積極

的に活動 されていること。 もうひ とつは転勤族のかた

が多く多様性に富んでいることです。先 日もフインの

会に参加 させていただき交流が深まつてきたばか りで

とても残念です.山形では山寺べ登った り美味 しいお

酒を楽 しみたいと思います。

本当にありがとうございました。

《来費卓話》

「広報戦略の裏側J

一般社団法人共同通信社静田支局長 吉川宏輝氏

昭和 33年生まれ

東京都中野区出身

1981年

毎 日新聞社入社

1991年

共同通信社入社
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一般社団法人 共同通信社

静岡支局長  吉川 宏輝 様
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第 2732回例会

《司 会》  新間 桂子 君

《合 唱》  「それでこそロータリー」

柴日会員恒例の小唄でスター ト

《ゲスト》

秋を感じることができました。

《BGM》   チャィコフスキー

ピアノ協奏曲第 1番変口短調 作

静岡東ロータリーのバナーを佐橋高1会長よりお渡 し

しました。

《ビジター》 堀井長太郎 (宇治鳳風RC)



三井物産マニラ支

店長誘拐事件では

若王子支店長のご

家族より記者会見

を開くことにより

三井物産へ釈放を

求める声が高ま り

若王子支店長の釈

放へ繋がつた。

「静 岡へ転勤 で来

てから、魚の美味 しさ

はもちろんお酒や蕎麦

もこんなに美味 しいの

かと感動 しました。せ

っかくこのように恵ま

れ た土地で あるのに

静同は広報が不得手だ

と感 じています。静岡の良さを知ってもらうような今

後の戦略や ビジョンを明確にして広報をしていけばと

感 じます。J

※原稿が無い為 写真中心の掲載をさせていただきます.

《スマイル報告》

柴口啓之助君  6年 皆勤表彰ありが とうございま し

た。長女が出産 しました。男子で し

た。

鈴木 洋一君  5連 体は天気が良さそ うなのでスマ

結婚記念日のお花、誕生日祝いを頂

戴し まことにありがとうございま

す。単身赴任 10年 目となり、皆様か

らの祝福は身にヤきみます。ありがと

うございました。

新入会員の高石さん、ようこそ親睦

グループヘ.メ ンバーー同歓迎致し

ます。
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氣谷雄太郎君

小山 宏之君

浅野 裕史君  スマイルすることで、エスパルスの

Jl残留を心より祈念致 します。

川崎 依子君 15日 のあすなろゴルフ会に参加 しま

した。相変わらずの成績で したが天

気も良く、楽 しくプ レイ させていた

だきました。参加賞 として高国会員

からフインをいただいた事が嬌 しく

て感謝 してスマイル します.

新井 勉 君  10月 より社命で山形支店長 として転

動することにな りました。短い間で

したが思い出深い RC活動を送れまし

たことに感謝 してスマイル します。

皆様本当にお世話にな りました。

親睦グループではスマイル絶賛受付中です |

祈願や懺悔のスマイルも小山宏之神父が解決してくれ

ます。

(伊藤会員は親睦 Gではありませんがいつも親睦委員

を励ます為に受付付近を行往つていらつしゃいます)

≪出席報告≫

川口 尚宜君

イル します。

先週スマイル し忘れて しまつたので

本 国スマイル致 します。先々週の木

曜 日に第 1回 ワイン会に参加 させて

頂きました。おいしい料理 とフイン、

楽 しい会話 と素晴 らしい会で した。

神野 さん富井 さん本当にあ りがとう

ございました。

本 日卓話に共同通信の吉川 さんをお

迎 え した事を嬉 しくスマイル しま

す。また新井 さんの転勤 さみ しく思

いますが、次の任地でのご活躍をお

祈 りいた します。来週は会長が出て

来られますように 1

-昨 日の 「あすなろ会Jゴルフコン

ペで優勝 しました。最近の長雨の中、

超ラッキーともい うべき快晴に恵ま

れ爽やかな秋風が満喫できま した。

皆様に感謝 してスマイル.

卓話に共同通信の吉川支店長をお迎

えしてスマイル します。

しばらく欠席が続いた、と長日さん

に指摘されたのでスマイル します。

スマイルですか ?秘密 は守 ります

よ ?と 長田さんが言 うのでスマイル

します。

新間 桂子君

望月 康弘君
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村松 重治君

曽根 正弘君

伊藤洋一郎君

《クラブ会報グループからの連絡事項》

クラブ会報グループリーダー      鈴木寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像

データなど工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作

成作業を効率イヒするJこ とを 9月 3日 の理事会にてご

承認いただきました。ご理解ご協力よろしくお願い致

します。

く会報作成>長 田きみの


