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★会長よりひとこと 会  長 仲野 和則 君 
わたくしの方から一言、皆様にお願いをさせて頂

きます。  

「納涼家族例会」について先ほど親睦委員長の村

松君からお願いがありました。会員の参加はおかげ

さまで大勢登録をいただいておりますが、ご家族の

参加がまだまだ少ないようです。この頃、家族例会

といってもお子様が大きくなられ、来いと言っても

なかなか来られない家庭が多いと思われますが、ち

ょうど小学校、中学校は夏休みの時期です。サッポ

ロビールさんのテラスのところでバーベキューを

行うようですのでお子様、お孫様にも楽しんでもら

えると思います。学校の宿題で絵日記などもあるか

もしれません。「御爺ちゃんあるいはお父さんと一

緒にバーベキューに行ったよ!」という絵日記を書

いてもらえるように、出来ましたら皆様から声を掛

けて頂き、参加して頂ければと思います。ご帰宅後、

奥様、お子様、お孫様に一緒に参加してもらえるよ

う是非おすすめしてください。 

それからもう一点、大石君、水野君、わたくしの 3

人は焼津あさがお研究会のメンバーでございます。

8 月 1 日、2 日、3 日と焼津公民館で 8 時 30 分から

14 時まであさがお展を開催します。150~200 鉢ほど

焼津公民館のロビーに並びますのでぜひご自宅で

ゆっくりされている方は涼しいクーラーの元であ

さがおを鑑賞頂ければと思います。ご来場お待ちし

ております。 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

来週の例会までクラブ計画書を使用するので引き

続きご持参ください。 

 

★会員のお慶び 

【創立記念日】 

〇福崎 正展 君 （株）マルフク(S49.7.26) 

 

★スケジュール 
7/19～27 まちかど展作品展示期間 

(焼津市文化会館小ホール) 

7/27 

15:00 

まちかど展表彰式(焼津市文化会館会議室) 

社会奉仕委員会 

7/29  

14:30 

ふれあい広場 第 2 回実行委員会 

(焼津市総合福祉会館)社会奉仕委員会 

8/2  

8:30～11:30 

焼津市中学校ボートレース大会（小川港） 

青少年奉仕委員会 

8/4 

9:30～ 

東益津小中学校職員研修会講師派遣 

（東益津公民館）職業奉仕委員会 

講師 多々良匡君 

8/21 

18:00～20:00 

納涼家族例会 

(焼津サッポロビール工場内 ガーデンハウス)  

★委員会報告・同好会報告 

親睦委員会 村松英和 委員長 

・「納涼家族例会」の参加のご案内をさせて頂いており

ますが皆様のご出席は多数頂きましたが、御家族の方

のご出席がちらほらです。皆様と楽しく行いたいと思

いますので一人でも多くのご参加をお待ちしておりま

す。 

・会場の都合で来週中に人数をまとめたいと思いますので、 

皆様のご家族の方に伺ってきてください。 

会場監督 大石訓永 委員長 

・今日、食事の時にＢＧＭが流れたのをお気づきになり

ましたか？いろいろと工夫をして食事の時にＢＧＭを

流してムードを出していきたいと思います。 

・友愛の広場ですが、早くお見えになってコーヒーを楽

しみながら待って頂くというのも一つの大きなロータ

リーの目的にもなりますので利用していただければと

思います。 

★スマイル報告 

①  藪崎 二三男 君 

先週の例会翌日の静岡新聞朝刊に仲野会長の顔写真

入りの記事をご覧になったと思います。私たちクラブ

の年間の活動方針もＰＲなされ抱負も話されて、趣味

はアサガオの栽培だと会長らしい記事で、私もスマイ

第２６３４回 例会「クラブ協議会」平成２６年７月２４日（木）晴れ 
SongLeader 村松英和 親睦活動委員長 ♪手に手つないで ♪君といつまでも 

Visitor 島田ロータリークラブ   井上 勝彦（いのうえ かつひこ）君 



ルに協力します。 

②  仲野 和則 君 

7 月 18 日の静岡新聞に焼津ＲＣ会長として「この人の

欄」に載せて頂きました。当初、お断りましたが伊東

幹事をはじめ若いメンバーにおだてられ「豚もおだて

てりゃあ木に登る」のごとき、はめられてしまいまし

た。少しばかりクラブのＰＲになった様な気がします。

又、その時の写真が自然のままでよかったとのことで

伊東幹事が私の葬儀の時の写真にと気配り宜しく、静

岡新聞に頼んで頂いたようです。 

③  松村 友吉 君 

職業分類委員長を担当します。よろしく御指導くださ

い。 

④  吉田 典充 君 

本年度、青少年奉仕委員会委員長を拝命しました吉田

です。委員会メンバーの杉本君、仲本君、塩川君の 4

名で 1 年間頑張りたいと思いますので、皆様のご協力

をお願い申し上げます。 

⑤  多々良 匡 君 

今年度、国際奉仕委員長を授けさせて頂きました。皆

様のご協力をよろしくお願い致します。 

⑥  久保田 好一 君 

本年度、職業奉仕委員長をさせて頂きます。4 度目に

成りますが、本年度は仲野会長方針で事業が少し変更

に成りました。一年間よろしくお願いします。 

 

★クラブ協議会 

 

プログラム委員会    委員長 近藤 吉典 君 

◎顔の広いベテランの方々を配属して頂き、各メンバ

ーに何週間かの例会の企画をお願いしております。 

加えて皆様からの講師のご紹介もよろしくお願いし

ます。早速ですが、9 月に岡村君から素晴らしい講師

をご紹介頂き卓話をお願いする予定です。様々なジ

ャンルの方々にご来場いただければと思います。加

えて内部の方にもお願いしたいと思います。毎月各

委員会ごとにクラブフォーラムをお願いしておりま

す。変更の場合は、早めのご連絡をお願いします。

一年間よろしくお願いします。 

 

職場奉仕委員会    委員長 久保田 好一 君 

◎委員の紹介と事業としての６項目について、①校長

会は例年より早く実施したいと考えております。 

②学校へのロータリアン講師派遣は、8 月 4 日 9 時

から 10 時 30 分で東益津小中学校職員向けの講演を

行います。講師は多々良君にお願いしました。 

③早朝座禅例会は、貞善院にて行います。 

④毎月第１例会の４つのテストの唱和メンバー交

代で実施ます。⑤地区の奉仕セミナーもメンバーで

参加します。⑥企業訪問については、杉本君にお願

いして赤阪鐵工所様に訪問を予定しています。 

やりがいのある委員会として頑張ってまいります。 

よろしくお願いします。 

 

青少年奉仕委員会 委員長 吉田 典充 君 

◎委員の紹介と４つの事業について、①各種催しへの

助成・協賛、②ホタル育成の助成を行います。③善

行賞について焼津中学校稲盛校長先生に訪問し依

頼してきました。ロータリー担当として東益津小学

校の四方校長先生を紹介頂き、校長会で募集要項を

説明頂ける事になりました。9 月末に締切し、11 月

の最終例会での発表を予定しております。④移動例

会については、焼津水産高校の中にある藤枝特別支

援学校焼津分校を開催する予定です。 

よろしくお願いします。 

 

職業分類委員会 委員長 松村 友吉 君 
◎委員の紹介と新会員が加入するように会員増強委

員会と会員組織委員会とも協力しながら楽しく活

動していきたいと思います。 

 

ＳＡＡ 委員長 大石 訓永君 

◎委員の紹介と①例会場のレイアウト、掲示物の配置

等の再検討を行います。例会の式次第のホワイトボ

ードを新調し、内容を明確にして充実を図りました。 

②例会出席はロータリアンの義務という意識を向

上させるため友愛の広場を設置し、早い時間から参

加頂き、親しい懇談をして行うようにしました。 

③来訪者を快くお迎えし、好印象を与えるようにし

ます。④クールビズについて実施しておりますが、

９月末はその時期の状況にてどうするか検討しま

す。尚、ガバナー、ガバナー補佐等の公式訪問の際

には、スーツ、ネクタイでの実施を行います。 

⑤食事時間をなるべく長くとれるように工夫しま

す。何かこうしたら例会が楽しくなるという提案が

あれば委員に提言してください。 

一年間よろしくお願いします。 

 

★例会の様子 

 

 

 

 

 
島田ロータリークラブ 

井上 勝彦君 

★その他 
７月 19日 地区ロータリー財団委員会セミナーに参

加しました。（グランシップ静岡） 

村松直前会長 倉嶋財団委員長 伊東幹事が参加し

村松直前会長が昨年度の高草山バイオトイレの事業を

代表事例として他クラブの参加者に説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

★出席報告 

 

会員数 出席数 出席率 
7月10日 

M-UP 

7月10日 

確定 

出席率 

7月 24日 
45 

(44) 
32名 72.73% 1名 86.67% 

★メークアップ 

倉嶋 伸康 君  （地区財団セミナー） 

 


