
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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
会  長  ：仲野 和則     幹 事 ：伊東 良洋 
                                            

会長ｴﾚｸﾄ:吉田 雄一    副幹事 ：鈴木 啓央 
 

 

 

 

 

 

 

 

★理事会報告       幹事  伊東 良洋 君 

・本日 5 月例会のプログラムを皆様に配布させていただ

きました。 

・4 月例会で変更がありましたので再配布しました。 

・ガバナーの件ですが、現時点で出来ることは進めた方

が良いだろうという話になり、約 2 年後になりますが

準備を始めましょうということになりました。 

 少し動きがあるかと思いますが会員皆様にはご了承

お願いします。 

・会員の小林学史君の転勤に伴う退会について承認され

ました 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

・平成 27 年 5 月 24 日(日曜日)島田カントリークラブで

第 5 分区ゴルフコンペが開催されることになり、ゴル

フ同好会の方を中心に参加者を募ります。 

★副幹事報告    副幹事  鈴木 啓央 君 

・小林君の退会が本年度理事会で承認されたのを受けま

して、次年度理事会において浅原博君に欠員となりま

した役員（会計）をお願いすることが承認されました

ので報告致します。 

★退会の挨拶          小林 学史 君 

3 月 23 日に異動の発令があり、本部の企業サポート部に

配属となりました。1 年間という短い期間でしたが、焼

津ロータリークラブに参加して本当に良かったです。以

前に三島西ロータリークラブにも所属し、その当時の会

員の皆様とは今も交流が続いて、いい仲間に巡り合えた

と思いながら今回も焼津に参加出来き、本当に楽しい 1

年でした。後任がまた参加させて頂くと思います。1 年

間、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告 

会員増強委員会 福﨑 正展 委員長 

・地区レディース委員会の交流会に山竹葉子委員ととも

に参加してきました。ホテルアソシアの 15 階にあるイ

タリアンレストラン・アルポルトにて第 4 分区、第 5

分区を対象に、岡本一八ガバナーをはじめ、約 26 名の

女性メンバーと各クラブの会長、増強委員長等の男性

メンバーが６名参加されました。本委員会は岡本一八

ガバナーの意向により今年初めて立ち上げたもので、

原田委員長（パワー浜松ロータリークラブ）からは、

現女性会員の交流をしながらこれから女性メンバーを

積極的に増やしていくためのスタートラインにしてい

きたいとのことでした。 

米山委員会 倉嶋 伸康 委員長 

・米山奨学生の世話クラブを引き受けることとなりました。 

学生さんは韓国の女子学生で県立大学の大学生です。 

多々良匡さんにカウンセラーになっていただくことでご了解

をいただき、米山記念奨学会より委嘱状が来ましたので、会

長から渡していただきます。 

・４月１９日に米山記念館でオリエンテーションがあり、多々

良さんと参加してきます。 

 

★ガバナーノミニー・デジグネート挨拶 

 松村 友吉 君 

こんにちは。地区の方から正式にお話を頂き、 

約 2年後の年度 7月からガバナーということになり

ます。会員の皆様ご協力のほど、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６６６回 例会  平成２７年４月２日（木）１２：３０～  晴れ    
SongLeader  親睦活動委員会 増田 泰久 君 

   ♪奉仕の理想 ♪また会う日まで 

4 つのテスト 職業奉仕委員会 清水 誠一 君 

Guest  カラーコーディネータ 石田 律子（いしだ りつこ）様 



★ＰＥＴＳ報告 会長エレクト 吉田 雄一 君 

 

3 月 28 日に山梨県立図書館で会長エレクト研修セ

ミナーＰＥＴＳ が行われ、鈴木啓央副幹事と参加

してきました。次年度のスリランカの K.R. ラビン

ドラン会長のスローガンは「世界へのプレゼントに

なろう」とのことです。脳力の高いロータリアンの

皆様が、その脳力を得るだけでなく、発揮しようと

いうような意味だと思われます。勉強しながら頑張

ってまいります。 

★その他報告 

送別会のお知らせ         芳村 正樹 君 

・小林学史君の送別会を開催する予定です。 

 日時は５月１４日（木曜日）18:30、場所は静岡市内を予

定しております。ご参加の出欠席をあらためて連絡さ

せて頂きます。皆様沢山のご参加をお待ちしておりま

す。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

★会員のお慶び 

 
【本人誕生祝】 

〇松岡 好子 君(4.8) 

【夫人誕生祝】 

〇鈴木 啓央 君(成美様)(4.6) 

【入会記念日】 

〇大石 訓永 君 (S60.4.4) 

〇仲野 和則 君 (H3.4.5) 

 

★スマイル報告 
 

①  藤原 明君、仲野 和則君、倉嶋 伸康君、 

大石 訓永君 伊東 良洋君 

松村友吉君がガバナー候補者として正式に承認さ 

れました。焼津ロータリークラブとしては初めての 

事ですので、皆様の絶大なるご協力をお願い致しま 

す。手続きを進めてきた関係でスマイルに協力致し 

ます。 

②  松村 友吉 君 

地区から正式に約 2 年後のガバナーとしてご指名を 

頂きました。皆様のお力をお借りしながら焼津ロー 

タリークラブの名を汚さぬよう頑張りますのでよ 

ろしくお願い申し上げます。 

③  青島 直久 君 

子供達を交通事故から守る「黄色い安全バッグ」の 

贈呈式が 3 月 27 日に市庁舎において無事に終わり 

ました。今年もクラブの多くの皆様にご協力を頂き 

誠にありがとうございました。来週から真新しいバ 

ッグを持った新一年生が町中で見られる事と思い 

ます。 

④  山中 一成 君 

焼津ロータリークラブの事務局にヤマキンビル 3 階 

を借りて頂き、有り難うございます。スマイルさせ 

て頂きます。 

⑤  小林 学史 君 

3月 23日に人事異動の発令があり本部の企業サポー 

ト部へ異動することとなり本日が焼津ロータリー 

クラブでの最後の例会となりました。皆様には大変 

お世話になり感謝で一杯です。本当に有り難うござ 

いました。焼津ロータリークラブの発展を祈念し、 

スマイルします。 

 

 

★卓話 
卓話者 

カラーコーディネータ 

    石田 律子（いしだ りつこ） 様 

演題 『桜色を使って印象アップ！』 

 

本日は、会員の皆様には、 

事前に服装のどこかにピン 

ク（桜色）を取り入れて参 

加をお願いしておりました。 

働く女性の「男性が着て

いると一番おしゃれに見え

る色ランキング」で１位は

ピンクとのこと。 

そのような話題から配布資料を頂き、「男性のピンク

ファッションは女性はこう見てます」「ピンクが与える

印象」「似合うピンクの選び方」などをご説明頂きまし

た。楽しい時間をありがとうございました。来週からの

例会でのピンクカラーが増えるかもしれません。 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

3月19日 

M-UP 

確定 

出席率 

4月 2日 
46 

(46) 
42名 91.30% 3名 89.13% 

★メークアップ 
久保田 好一 君（理事会） 

吉田 雄一 君（理事会） 

金丸 好孝 君（事務所引越し） 

 

★例会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


