
例会日／毎週木曜日 12:30～13:30  

例会場／焼津グランドホテル 

事務所／静岡県焼津市三ヶ名 1671 番地 ヤマキンビル 302 号室 

国際ロータリー 第２６２０地区 静岡第５分区 
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★理事会報告    幹事  伊東 良洋 君 

・先日の例会終了後までに異議がありませんでしたの

で、新会員２名の入会を決定させて頂きました。 

・次回例会の前に 17 時から次年度理事会が開催されま

すので該当者の方は出席をお願いします。 

・事務局員が次年度よりそれぞれ専属になります。焼津

ロータリークラブは飯田さんが担当です。例会時など

は一人で荷物の手配や準備を行いますので大変な時

は会員の皆様もお手伝いをお願いします。 

★幹事報告      幹事  伊東 良洋 君 

・本日夕方 18:00 より本年度最終理事会を炉辺会合で行 

います。 

・次回最終例会は、移動夜間例会になります。 

場所は四川飯店で 18 時よりスタートとなります。 

★委員会報告 

クラブ広報委員会（文献） 深沢 英雄 君 

・文献記録より皆様に毎年の活動の写真を配布しております

が、今年度分は 7月第 2例会時にお渡しさせて頂きます。 

・対外広報より本日配布させていただきました「ロータリーの

友 6月号」26ページに焼津神社梅園事業の記事が掲載されま

した。 

★その他報告 

サッポロビールさんより 仲本 滋哉 君 

・サッポロビールより「ＳＡＰＰＯＲＯ＋（サッポロ プラス） 

というノンアルコールビールが新発売されました。皆様に１本

ずつプレゼントさせて頂きます。 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇伊佐 公友 君(S11.6.16) 

〇倉嶋 伸康 君(S19.6.16) 

〇吉田 典充 君(S28.6.27) 

〇杉本 康延 君(S39.6.24) 

【結婚記念日】 

〇村松 直行 君(H6.6.11) 

【夫人誕生祝】 

〇松村 友吉 君(友子様)(6.21) 

〇中山 晃一 君(幸代様)(6.29) 

【創立記念日】 

〇岡村 延昌 君 岡村建設工業(株) (S42.6.15) 

〇藁科 博伸 君 焼津信用金庫 (M41.6.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 

①  福﨑 正展 君 

一年間会員増強委員長を努めさせて頂きました。最

後に駆け込みで 2 名のご承認を頂き、本年度なんと

か 4 名のメンバーを加える事が出来ました。新会員

の皆様の今後のロータリー活動が素晴らしいもの

になることと私の一年間の御礼をあわせ、スマイル

させて頂きます。 

②  久保田 好一 君 

職業奉仕委員会として座禅例会からスタートし、校

長会と話す会で終了した１年でした。ご協力ありが

とうございました。 

③  村松 孝保 君 

会員組織委員会を一年間担当させて頂きました。先 

日、新会員オリエンテーションを開催させて頂き、 

事業が終了しました。１年間ありがとうございまし 

た。 

④  青島 直久 君 

本年度会計を担当させて頂きましたが、予算が厳し

い折クラブの皆様のご理解とご協力に感謝いたし

ます。 

 

第２６７５回 例会  平成２７年６月１１日（木）１２：３０～  曇り   
SongLeader  親睦活動委員会 村松 直行 君 

   ♪それでこそロータリー ♪せんせい 



⑤  近藤 吉典 君 

プログラム委員会を担当させて頂きました。どうに

か一年が終了しそうです。ありがとうございました。 

⑥  多々良 匡 君 

国際奉仕委員長として一年間担当させて頂きまし

た。2 件の募集事業をさせて頂き、多くの協力を頂

きました。厚く感謝申し上げスマイルさせて頂きま

す。 

⑦  大石 訓永 君 

会場監督委員会で一年間大変お世話になりました。

皆様のご協力の元で予定通りの事業を終了する事

ができました。ありがとうございました。 

⑧  吉田 雄一 君 

今年度のクラブ管理運営委員長を無事に努めさせ 

て頂きました。ご協力ありがとうございました。 

⑨  塩川 彰 君 

「ロータリーの友 6 月号」に焼津神社の梅園事業の 

記事が掲載されました。文才のないつたない内容で 

大変恐縮でございますが、御一読お願いします。 

⑩  水野 康男 君 

スマイル委員長を仰せつかり、目標額に届くか心配 

でしたが、皆様のご協力により、何とか達成できま 

した。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

★第 5 回クラブ協議会 Part3 

会員増強委員会   福﨑 正展 委員長 

◎クラブフォーラム、地区会員増強研修会、地区レ 

ディス委員会交流会への参加など活動を行い、4

名の新会員をお迎えすることが出来ました。 

一年間ありがとうございました。 

プログラム委員会  近藤 吉典 委員長 

◎各委員会担当の月 1 回の例会企画開催、月別担当

委員を決めての卓話の開催などを行いました。 

一年間ありがとうございました。 

スマイル委員会    水野 康男 委員長 

◎目標額を 5月の時点で達成することが出来ました。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

一年間ありがとうございました。 

会場監督委員会     大石 訓永 委員長 

◎ホワイトボードの新調、友愛の広場の復活や来訪 

者を快く迎える努力などを行ってきました。一年間 

ありがとうございました。 

国際奉仕委員会     多々良 匡 委員長 

◎フィリピン沖大地震震災、ネパール地震震災への 

義損金活動を行いました。ご協力ありがとうござ 

いました。一年間ありがとうございました。 

職業奉仕委員会     久保田 好一 委員長 

◎学校への講師派遣、座禅例会、校長会と語る会、 

企業訪問などの活動を行ってきました。一年間あ 

りがとうございました。 

会員組織委員会     村松 孝保 委員長 

◎会員増強委員会、職業奉仕分類委員会への協力・ 

 連携、例会 100%出席者の表彰、新会員オリエンテー 

ションなどを行ってきました。一年間ありがとうご 

ざいました。 

クラブ管理運営委員会  吉田 雄一 委員長 

◎各委員会の目標が達成できるように協力などを行 

ってきました。一年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

5月28日 

M-UP 

確定 

出席率 

6月 11日 
45 

(44) 
37名 84.09% 2名 95.45% 

 

★メークアップ 
多々良 匡 君（校長会と語る会） 

村松 直行 君（校長会と語る会） 

 

★新会員オリエンテーション・歓迎会 
6 月 8 日 18 時 00 分よりさんご寿司さんで新会員オリエ

ンテーション・歓迎会を開催しました。12 名の方に参加

頂きました。 

 

 

 

 

 


