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★会長報告及び指名委員会解散について 
     仲野 和則 会長 

今年も余すところあと

わ ず か に な り 多 忙 な

日々を送られている事

と思います。 

 

先週の年次総会で次年

度役員及び理事を承認

頂きまして有り難うご

ざいました。 

指名委員会も本日をもって解散させて頂きます。 

指名委員会の皆様ご苦労様でした。 

 

今年度も 7 月にスタートし、早いもので 6 ケ月経ちまし

たが私の力不足の分は伊東幹事並びに理事の方々に助

けて頂きクラブ運営を消化してまいりました。 

また、12 月はロータリー家族月間の月です。12 月 21 日

（日）に開催されますクリスマス家族例会、会員相互の

親睦はもとよりご家族の方々すべての皆様に参加いた

だきたくよろしくお願い申し上げます。 

 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

・新会員入会に際し本日中に異議がない場合、入会手続

きを進めさせて頂きます。 

 

★副幹事報告    副幹事  鈴木 啓央 君 

・前回総会の後第 1 回予備理事会を開催し、次年度会場

監督に久野匠一君が選出され承認されましたのでご報

告します。 

 

 

 

 

 

 

 

★次年度会場監督挨拶   久野 匠一 君 
ご承認頂きまして誠にあり

がとうございます。 

ロータリークラブに入会 26

年、今月で 69 歳になりまし

たが、吉田雄一エレクトと

は、小学校からの友人であ

り、社会人になってからも

銀行関係や色々な活動などでお世話になった仲であり

ます。加えて社会奉仕の精神を改めて頑張れということ

だと思いますので、皆様のご協力を頂きながら頑張って

まいりますのでどうぞ、よろしくお願いします。 

★委員会報告・同好会報告 

親睦活動委員会 村松 英和 委員長 

・12月 21日のクリスマス家族例会について本日で締切とさせ

て頂きましたが、追加があるようでしたらご連絡頂ければと

存じます。尚、100人以上の申し込みを頂きました。 

皆様、ご協力ありがとうございます。 

青少年奉仕委員会 吉田 典充 委員長 

・先日行った善行賞表彰について、「善行賞」と「奨励賞」の

写真と賞状をお渡しするために各学校を訪問しました。 

各校長先生より「ぜひ来年も継続してほしい！スポーツの表彰

はいろいろとありますが、地道なこのような活動を表彰され

る機会はたいへんありがたい。」とのご意見を頂きました。 

次年度の青少年奉仕委員会の方でもぜひ継続いただけるよう

にご検討のほど、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

第２６５２回 例会   平成２６年１２月１１日（木）雨      
SongLeader 親睦活動委員会 村松 英和 委員長   

♪♪それでこそロータリー ♪カチューシャ 

Guest 静岡県地震防災アドバイザー  郷 隆志（ごう たかし）様 



 

★米山功労者表彰  
倉嶋 伸康 米山委員会委員長 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より米山功労

者の表彰となります。 

 

第 1 回目 鈴木啓央君 大石博之君 

第 2 回目 仲野和則君 多々良匡君 増田一郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★特別名誉会員より   中野 弘道 君 
なかなか例会に出席する

ことができませんが、ちょ

うど時間が取れましたの

で出席させて頂きました。 

和やかな雰囲気で中野会

長年度の順調な半年を感

じました。 

本日は、郷様の第４次地震

被害想定のお話されるということでそれに準じて焼津市も

防災対策もあわてずに国と県と協力して行っております。 

これからも焼津市政、私自身へのご指導どうぞよろしくお

願いします。 

 

 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇久野 匠一 君  (S20.12.20) 

〇久保田 好一 君 (S22.12.23) 

【夫人誕生祝】 

〇塩川 彰 君（三奈子様）(12.16) 

〇仲本 滋哉 君（とも美様）(12.24) 

【入会記念日】 

〇伊佐 公友 君 (H8.12.19) 

【創立記念日】 

〇仲野 和則 君 （有）昭和機械 (S60.12.12) 

〇伊佐 公友 君 三洋食品(株)  (S25.12.15) 

〇杉本 昭 君  (株)赤阪鐵工所 (S9.12.26) 
★スマイル報告 

①  中野 弘道 君 

公務で時間がとれず仲野会長ご就任以来ご無沙汰し

て誠に申し訳ありません。お詫びのスマイルをさせて

頂きます。今後も焼津市政に大きなご指導よろしくお

願いします。また、今週末の総選挙は低投票率がいわ

れています。棄権のないよう投票をお願いします。 

②  寺岡 襄 君 

先石破大臣来焼のおり、当社が地域活性の役に立って

いるとの宣伝をしていただいたのでスマイルさせて

頂きます。 

③  松岡 好子 君 

焼津ビーチクリーン大作戦の 11 月 30 日長女裕乃の結

婚式が無事に終わりました。来年は「ばあば」に慣れ

る事を願いスマイルさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

★卓話 
卓話者:  

静岡県地震防災アドバイザー 

  郷 隆志（ごう たかし）様 

演題 『静岡県第４次地震被害想定から学ぶ』 

 

焼津の方は静岡県内で

も防災意識が高いとの

ことで防災のテストか

らスタートされました。 

レベル 1 は 100 年から

150年で起きる地震が最

大震度 7 最大津波 6ｍ、

レベル 2 は 1000 年から数 1000 年で起きる地震で 4

連動、5連動する地震の事だそうです。 

ホームページで開設している被害状況のシミュレー

ションシステムを使いながら焼津市役所の住所を入

力して実際にシミュレーションしながら、より具体

的な被害想定のいろいろな数字を踏まえてわかりや

すく説明頂きました。 

加えて緊急電話、優先電話の事なども通信手段や連

絡体制の事も教えて頂きました。 

あらためて、大きな地震が発生した時の行動を考え

なければと思いました。 

どうもありがとうございました。 

 

例会の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

11月27日 

M-UP 

確定 

出席率 

12月 11日 
45 

(44) 
37名 84.09% 3名 90.91% 

 

★メークアップ 

藤原 明 君 （静岡西ＲＣ） 

倉嶋 伸康 君 （社会奉仕） 

松村 友吉 君 （社会奉仕） 

 


