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第 2516 回例会   No.24     2011～2012  1 月 12 日        会報担当  伊東良洋 

移動例会「焼津 RC・焼津南 RC合同賀詞交歓例会」

◆ 司会者         

焼津 RC 幹事  小野田 孝美 君 

焼津南 RC 幹事 小梁博治 君 

   

◆ 開会の点鐘 

焼津 RC 会長  松村 友吉 君 

    

◆ ROTARY-SONG  

焼津 RC ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 大井 基明 君 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

 

◆物故会員への黙祷 

  焼津南 RC 曽根勝美氏（そねかつみ） 

 

◆会長挨拶 

焼津 RC 会長  松村 友吉 君 

明けまして、おめでとうございます。 

昨年は、地震や津波そして台風・洪水等、大きな自然

災害に翻弄された１年でした。また、内外共に政治・

経済の混乱が収まらず、いろいろな問題が解決されな

いまま、先送りされた感があります。今年こそ、天災

のない文字通り復興の１年になればいいなと思いま

すが、私達国民一人一人は、自分に課せられた職務を

誠実にこなしていくことが、改めて大事なことだと思

っています。 

さて、ロータリークラブについてですが、今、南ク

ラブの久保田会長・中村エレクトの皆さんと、事務局

の移転先を探しています。ほぼ、ここでいいだろうと

いう所は見つけましたが、これから正式に決定し、移

転作業を行うこ

とになります。焼

津クラブの場合

は、例会場の移転

も併せて行う必

要があります。こ

のホテルも候補

の１つなのですが、南クラブさんが、どういう力を使

ったのか解りませんが、圧倒的な好条件でやられてい

るものですから、こちらはやりにくくてしょうがない

のですが、もし、ここの同じ会場を使うことになりま

したら、ご協力いただいて、少し譲歩していただける

とありがたいかな、と思っています。 

ともかく、あと半年。疲れてきたらまた、久保田会

長と酒を酌み交わしながら、勢いをつけてやっていき

ます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。以上

で会長挨拶を終わります。 

 

◆ 次年度会長・幹事の紹介  

焼津 RC 幹事  小野田 孝美 君 

 

 焼津 RC  松村会長より紹介 

    ・次年度会長 多々良 浩吉 君（たたらこうきち） 

・次年度幹事 浅原 博 君（あさはらひろし） 

 焼津南 RC 久保田会長より紹介 

  ・次年度会長 中村幸夫 君（なかむらゆきお） 

・次年度幹事 神谷裕昭 君（かみやひろあき） 

 

 

例会日／毎週木曜日 12:30～13:30 毎月最終木曜日 18:00～19:00(11 月～3 月除) 

例会場／焼津鰹節会館２階ﾎｰﾙ TEL 629-4850 
事務所／焼津市焼津 5 丁目 16-16 TEL 629-4850  FAX628-7669 

 

 



◆ 次年度会長挨拶 

○焼津 RC 次年度会長 

多々良浩吉 君（たたらこうきち） 

○焼津南 RC 次年度会長 

中村幸夫 君（なかむらゆきお） 

 

焼津 RC 次年度会長 多々良浩吉 君 

昨年 3・11

東北大震災

の後テレビ

から企業の

コマーシャ

ルが消え AC

広告機構の

コマーシャ

ル一色にな

りました。そのコマーシャルの中で大変評判になっ

た詩があります。それは宮澤章二の「行為の意味」

という詩の一部です。ちなみに宮澤章二はクリスマ

スソング「ジングルベル」の作詞家でもあります。

「こころ」はだれにも見えないけれど「こころづか

い」は見える。「思い」は見えないけれど「思いや

り」はだれにも見える。この詩はテレビ画面上では

杖をついたお婆さんが苦労して階段を上がってい

るところを中学生位の子供がごく自然に手助けし

ており、映像と一緒に見ると思いやりの気持ちが伝

わってきます。            さて、ロ

ータリーの本部で毎年発行される世界中のクラブ

の住所等を記した会員名簿があるのですが、その最

終ページに「奉仕の理想」とは何かと書かれた一文

があります。その文には他人への思いやりは奉仕の

基本であり他人への援助はその表現である。即ち奉

仕の理想とは他人への思いやりと他人への援助の

この二つによって成り立っている、と書かれていま

す。                         

ロータリーの奉仕の理想の考え方と宮澤章二の詩

は全く同じことを言っていると思います。                            

最後にこの詩をもう少し長く読んで終わりと致し

ます。 

  「行為の意味」   宮澤章二                             

あなたの「こころ」はどんな形ですかと人に聞かれ

ても答えようがない                                  

自分にも他人にも「こころ」は見えないけれど本当

に見えないだろうか                  

確かに「こころ」は誰にも見えないけれど「こころ

づかい」は見えるのだ                

それは人に対する積極的な行為だから                           

同じ様に胸の中の「おもい」は見えないけれど「お

もいやり」はだれにも見える                   

それも人に対する積極的な行為だから 

 

◆ 新会員の紹介 

会長   松村 友吉 君 

［焼津 RC］ 

☆清水誠一 君（しみずせいいち） 

☆田村直之 君（たむらなおゆき） 

☆村田昌弘 君（むらたまさひろ） 

☆吉田典充 君（よしだのりみつ） 

☆村松英和 君（むらまつひでかず） 

☆山竹葉子 君（やまたけようこ） 

☆松岡好子 君（まつおかよしこ） 

☆村松直行 君（むらまつなおゆき） 

 

［焼津南 RC］ 

☆岡本浩明 君（おかもとひろあき） 

 

◆ 幹事報告 

焼津 RC 幹事  小野田 孝美 君 

 

過日ご案内済でございますが、次週 19 日の第 3

例会後 13時 40分より事務局におきまして第 5回

クラブ協議会を開催します。クラブ協議会欠席の

委員長様は、副委員長若しくは代理の方のご出席

を必ずお願いします。 尚、報告書が未提出の委

員長様がおられますので、大至急事務局までご提

出をお願いします。 

 



◆ 閉会の点鐘  

焼津南 RC 会長 久保田 誠 君 

 

◆ 出席報告  

 

◆ メークアップ  

村松孝保君（委員会）  

杉本 昭君（委員会）  

田村直之君（委員会）  

吉田典充君（委員会）  

 村松英和君（静岡日本平 RC）  

 

◇合同賀詞交歓例会懇親会の部◇  

○アトラクション アンダンテ  

 

 

 

 

 

 

 

○鏡開き    

焼津 RC  松村会長・多々良会長ｴﾚｸﾄ 

焼津南 RC 久保田会長・中村会長ｴﾚｸﾄ 

 

 

 

○乾杯  

焼津南 RC 直前会長 蒔田政明君  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ロータリーソング   

  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 焼津南 RC 新美一雄  君  

 

「手に手つないで」  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○締め  

焼津 RC 直前会長 倉嶋伸康  君 

  

 

 

 

 

 

会員数 
出席

数 
出席率 

12 月 15 日 

M-UP 

確定 

出席率 

1 月 12 日 54（54） 41 名 75.93% 5 名 86.79% 


