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★会長挨拶           仲野 和則 会長 

先週 8 日（木曜日）焼津

南ロータリークラブとの

合同賀詞交歓会には多数

の皆様のご出席を頂き、盛

大に行うことができまし

た。厚く御礼申し上げます。 

年明け早々に日本列島

に強烈な冬将軍の影響で北日本、北陸などで記録的な積

雪となり寒さが厳しいお正月ではなかったかと思いま

すが皆様方はいかがでしたでしょうか？ 

12 日は成人の日、今年は全国で 126 万人が新成人にな

られたそうです。各地の成人式の様子をテレビで放映し

ておりましたが、焼津市でも 1578 人（前年度 59 人増）

が新成人になられました。おめでとうございます。 

1 月は「ロータリー理解推進月間」です。会員にロー

タリーについて一層知識を深めてもらい同時に一般市

民にもロータリーのことを良くしってもらうためのプ

ログラムを実施するよう求められております。当クラブ

でも今年度後半の事業につきまして各委員長中心にご

協力よろしくお願いします。 

この後、卓話の時間で大変お忙しいところを出席して

いただきました中野焼津市長様より「市政あれこれ」の

テーマでお話をしていただける事になっておりますの

でよろしくお願いします。 

★委員会報告・同好会報告・その他報告 

 岡村 延昌 君 

・昨年の 12月 18日に焼津パラオ友好協会を発足させて頂きま

した。当クラブからも仲野会長はじめ１０名くらいが参加し、

役員にもなっております。今後は今春の設立総会というとこ

ろを目指して活動を行っていきます。焼津ロータリークラブ

としてもいろいろな形で関わって頂ければと思います。皆様

にもご説明をさせて頂き、会員の募集も行っていきたいと思

います。静岡新聞、中日新聞などにも掲載頂きました。今後

ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

★新会員入会式 
１． 新会員紹介 

  会員増強委員長 福崎 正展 君 

  今年度ようやく 1 名の新規会員の入会となりました。 

  皆様ご協力ありがとうございました。 

２．バッジ・4 つのテスト贈呈  仲野 和則 会長 

３．援助会員の指名 職業分類委員長 松村 友吉 君 

   サポートをする援助会員として村松孝保君を指

名させて頂きます。 

４．職業分類・所属委員会について 

幹事 伊東 良洋 君 

  職業分類は電気工事、所属委員会は会場監督と 

親睦活動委員会となります。 

５. 新会員挨拶          金丸 好孝 君 

皆様はじめまして本日入会させていただきました 

大井川の方で弥栄電工（やさかでんこう）株式会 

社を運営しております。 

金丸好孝（かなまるよしたか）と申します。 

何もわかりませんが一生懸命活動を行っていきた 

いと思いますのでご指導の程、よろしくお願いしま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

・後期年会費納入の案内を出させてもらっていますので

1 月中に納入をお願いします。 

・来週と再来週の例会はクラブ協議会として各委員長さ

んに中間報告をしてもらいますので準備をお願いし

ます。 

 

 

 

 

第２６５５回 例会 平成２７年１月１５日（木）１２：３０～  雨   
SongLeader  親睦活動委員会 村松 直行 君 

  ♪それでこそロータリー ♪湯の町エレジー 

Guest 焼津市長  中野 弘道（なかの ひろみち）様 

 



 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇仲野 和則 君 (S17.1.9) 

〇山中 一成 君 (S12.1.20) 

【夫人誕生祝】 

〇多々良 浩吉 君（陽子様）(1.15) 

【入会記念日】 

〇村松 直行 君 (H24.1.12) 

 

★スマイル報告 

① 寺岡 襄 君 

中日新聞（当地では購入者がないと思います。） 

に 1 月 8 日、9 日、10 日の 3 日間に渡り当社の 

昭和 2７年頃より現在に至る業績を三代、私、社 

長、孫の写真入りで記載されました。 

大変ありがたい事ですのでスマイルに協力致し 

ます。 

② 倉嶋 伸康 君 

クリスマス家族例会で特賞が当たりました。 

ありがとうございました。 

③ 村田 昌弘 君 

クリスマス家族例会で 1 等賞のブルーレイレコ 

ーダを頂きました。家族にも喜んでもらえあり 

がとうございました。また、1 月 4 日の消防団の 

出初式において中野市長より消防団協力事業所 

として表彰していただきました。あわせてスマ 

イルさせていただきます。 

④ 水野 康男 君 

クリスマス家族例会で 2 等賞があたりましたの 

でスマイルします。 

⑤ 浅原 博 君 

クリスマス家族例会焼津グランドホテルのペア 

宿泊券が当たりました。彼女と行かれる方に譲 

りますよ。スマイルします。 

  ⑥ 伊東 良洋君 福崎 正展 君 

 金丸好孝 君 

お正月の箱根駅伝で母校の青山学院大学が初優 

勝しましたのでスマイルします。 

⑦ 吉田 典充 君 

昨年クリスマス家族例会において 2 年連続で豪 

華景品を当てることができたお礼と当日盛大な 

クリスマス会を企画された親睦委員会の皆様へ 

のお礼を合わせてスマイルさせていただきます。 

⑧ 山中 一成 君 

クリスマス家族例会で会長賞が当たったのでス 

マイルします。 

⑨ 増田 一郎 君 

クリスマス家族例会で薮崎賞のディズニーラ 

ンド招待券が当たりました。当日私は社交ダン 

スの発表会で欠席させて頂きましたが、一家郎 

等 8 人大いに楽しませて頂きました。ありがと 

うございました。 

⑩ 福崎 正展 君 

箱根駅伝で母校の青山学院大学が優勝しました。 

正直なところ駅伝のことはあまり良く分かって 

いませんが、こんな時だけ少しうれしかったり 

します。奇しくも本日入会の金丸君も同じ青学 

出身ですので駅伝とあわせ金丸君の今後ロータ 

リー活動が充実したものになることを祈念して 

スマイルさせていただきます。 

⑪ 岡村 延昌 君 

昨年の 12 月 18 日に焼津パラオ友好協会を発足 

させて頂きました。仲野会長以下、多くのメン 

バーのご協力を頂き、改めて感謝申し上げます。 

静岡新聞、中日新聞などにも取り上げて頂きま 

した。今後は設立総会を目指して頑張る所存で 

すのでメンバーの皆様のご協力を更にお願いし、 

スマイルさせて頂きます。 

⑫ 中野 弘道 君 

卓話の機会を作って下さいましてありがとう 

ございました。これからも時間を作って例会に 

顔を出させて頂きたいと思いますのでよろし 

くお願いします。 

 

 

★卓話 
卓話者:  

焼津市長 

中野 弘道（なかの ひろみち）様 

演題 『今年の市政』  

 

今年第１回目の卓話のお時間

を頂きありがとうございます。 

改めまして新年明けましてお

めでとうございます。 

市長に就任して 3 年目となり

ます。 

1 年目が「創（つくる）」、2

年目が「展（展開する、発展する）」、3年目は「発（発進す

る）」をスローガンとして 

現場主義、市民目線という初心を忘れることなく、皆様と対話

を重ねながら市政を未来に向かって構築していきたいと考え

ております。ということでご挨拶を頂きました。 

「市民目線での行政改革」「安心・安全なまちづくり」「子育

て、福祉の充実」「にぎわいのまちづくり」の 4つの政策目標

に取り組まれてきている事、職員向けのタブレットＰＣを支給

した事、地震や津波対策の事など具体的に実施状況の説明頂き

ました。ありがとうございました。 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

12月21日 

M-UP 

確定 

出席率 

1月 15日 
45 

(45) 
35名 77.78% 1名 82.22% 

★メークアップ 

藁科 博伸 君 （藤枝南ＲＣ） 
 

★例会の様子 
 

 

 

 

 

 


