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★創立記念日 乾杯 直前会長 村松 孝保君 
7 月 11 日が焼津ロータリークラブの創立記念日な

のでサッポロビールさんのノンアルコールビール

で乾杯を行いました。 

  
 

★通常総会  議長 仲野 和則 君 
決算・監査報告・予算（案）の審議について 

☆定足数の確認・・・会員総数４５名 

 定足数１５名 本日出席者数 ３８名 

伊東幹事より本会議が有効に成立することが報告

されました。 

☆第１号議案 

 ・前年度会計の吉田雄一君の代理として深沢前年

度幹事が前年度決算報告を行いました。 

 ・前年度会計監査の村松淳旨君によって適正にさ

れたことを同席した村松直前会長が報告しま

した。 

☆第２号議案 

 ・本年度予算案が青島直久会計理事により会員に

対して説明されました。 

 

仲野議長がそれぞれの議案の可否を会員に諮った

ところ満場一致にて可決承認されました。 

 

 

 

★会長挨拶     会  長 仲野 和則 君 
 只今の通常総会におきまして、前年度の決算報告

と、本年度の予算につきまして、御承認を頂きまし

て誠に有難うございました。予算につきましては、

前年度並みにとらせて頂きました。なにぶん限られ

た予算ですので大変だと思いますが、有効に活用し

て、委員会活動を行って頂きたいと思います。 

本日の例会は、国際ロータリー第 2620 地区第 5

分区の荻原ガバナー補佐をお迎えして開かせて頂

きます。荻原ガバナー補佐は、当クラブの親クラブ

であります静岡ロータリークラブに在籍されてお

られ、経験豊富なお話をうかがえるのではないかと

思われます。ご期待ください。これから全体でのク

ラブ協議会にご参加してもらい、本年度の事業計画

についてご指導を頂くことになっております。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

7 月の例会は例年役員・委員長就任挨拶を行っています

が、本年度は事業計画内容を会員皆様にしっかり説明し

てご理解いただくという趣旨の元、クラブ協議会という

形で行わせて頂くことにしました。クラブ計画書が資料

となります。引出しに入れてお帰りになるか次回もご持

参いただくかどちらでも構いませんので、忘れないよう

にお願いします。 

 

第２６３２回 例会 平成２６年７月１０日（木）雨 
SongLeader 村松英和 親睦活動委員長 ♪それでこそロータリー ♪今、潮騒のまちへ 

Guest  国際ロータリー第 2620地区静岡第 5分区ガバナー補佐 

               荻原英生（おぎわらひでお）君 

        国際ロータリー第 2620地区静岡第 5分区ガバナー補佐事務局次長 

      小林武治（こばやしたけはる）君 

Visitor 焼津南ロータリークラブ      吉田幾男（よしだいくお）君 

 

 



★スケジュール 

7/13 

11:30～ 

地区会員増強・維持委員会研修セミナー 

(グランドホテル浜松) 

7/19  

13:30～16:00 

地区ロータリー財団委員会セミナー 

(グランシップ静岡) 

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 

★委員会報告・同好会報告 

親睦委員会 村松英和 委員長 

・本日「納涼家族例会」のご案内チラシを配らせてい

ただきました。ご家族にお渡しできるように作って

あります。次回例会より出欠の確認をさせていただ

きますので、たくさんの方の参加をお待ちしていま

す。 

 また、ＳＡＡにより会場後方に友愛の広場を設けて

いただきましたが、ご利用の際スマイルができるよ

うに横に懐かしいボックスを置かせていただきま

したのでこちらも合わせてよろしくお願いします。 

 

★会員のお慶び 

【本人誕生祝】 

〇中山 晃一 君(S39.7.11) 

【夫人誕生祝】 

〇浅原 博 君(秀子様)(7.3) 

〇伊東 良洋 君(孝子様)(7.8) 

〇吉田 雄一 君(あい子様)(7.13) 

【入会記念日】 

〇多々良 匡 君(H4.7.2)  〇鈴木 啓央 君(H17.7.7) 

〇清水 誠一 君(H23.7.7) 〇村田 昌弘 君(H23.7.7) 

〇吉田 典充 君(H23.7.7) 〇奥川 将之 君(H21.7.9) 

〇藤原 明   君(S35.7.11)〇藁科 博伸 君(H25.7.11) 

〇村松 孝保 君(H13.7.12)〇水野 康男 君(H7.7.13) 

【創立記念日】 

〇寺岡 襄  君  磯自慢酒造(株)  (H2.7.1) 

〇芳村 正樹 君  (株)サンロフト   (S43.7.1) 

〇小林 学史 君  (株)清水銀行     (S3.7.1) 

〇村松 英和 君  魚市静岡魚市(株) (S50.7.11)  

★スマイル報告 

 

①  仲野 和則 君 

いよいよスタート。前進のみです!伊東幹事ともども

一年間御支援よろしくお願いします。 

②  村松 英和 君 

荻原がバナー補佐と小林事務局次長の来訪を歓迎し

ます。今年一年親睦活動委員会の委員長としてがんば

りますのでヨロシクお願いします。 

③  増田 泰久 君 

30 才を過ぎて娘がやっと結婚する事になりました。 

④  寺岡 襄 君 

創業は天保初年ですが、個人から「平成 2 年 7 月 1 日

設立の会社」です。又本日 9 時 55 分より SBS の“ブ

リーズと焼津で一万歩”の番組で報道されました。“大

吟醸純米”エメラルドのお酒の宣伝をしてくれました

のでスマイルに協力致します。 

⑤  多々良 匡 君 

先日 28 日に静岡市駿河区敷地に念願でありました

MARUICHI 静岡店をオープンさせて頂きました。家具と

雑貨の融合店で地域の方に喜んで頂けるよう頑張り

ます。 

⑥  藪崎 二三男 君 

新聞に記事掲載でなく、市内全域配布の折込チラシ広

告で“スポーツ焼津”をごらんになったと思います。

橋本君が焼津市体育協会会長として写真入りの冒頭

あいさつに感動しました。お互い後継者の幼稚園 PTA

時代からのおつきあい。先ずは橋本君の活躍に期待し

賛助会員のひとりとして進んでスマイルします。 

⑦  大石 訓永 君 

7 月 2 日、内孫として長女が無事誕生致しました。外

孫と合せて 7 人目となりました。今年一年間、会場監

督としてお世話になります。ご協力をお願いします。 

⑧  岡村 延昌 君 

本年度、社会奉仕委員長を仰せつかりました岡村です。

皆様方のご協力を頂きながらがんばる所存です。一年

間宜しくお願いします。 

⑨  近藤 吉典 君 

本年度プログラム委員会を担当させて頂きます。講師

は何人いても構いませんので、是非紹介をお願いしま

す。1 年間よろしくお願いします。 

⑩  水野 康男 君 

第一例会から、朝顔スマイルにご協力いただきまして、

有難うございました。皆様の友情に感謝しスマイルさ

せていただきます。 

また、1 年間門番役をやらせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

★ガバナー補佐挨拶  

 

国際ロータリー第 2620地区 

静岡第 5分区ガバナー補佐 

荻原英生 君 
 

岡本ガバナーの方針説明やガバナー補佐として

のお仕事の内容の説明、また焼津ロータリークラブ

のクラブ計画書を事前に見ていただいておりクラ

ブの事業についてご感想・ご意見をいただきました。 

 

 

 

 



 

 

クラブ協議会 

社会奉仕委員会  委員長 岡村 延昌 君 

 

今年度の事業内容の説明をし、特に地区補助金

事業でもある「焼津神社梅園整備事業」について

プロモーション動画を作成し発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★例会の様子  

 

 

 

 

 

 

 

★出席報告 

 

会員数 出席数 出席率 
6月19日 

M-UP 

6月19日 

確定 

出席率 

7月 10日 
45 

(45) 
38名 84.44% 2名 93.33% 

 

★メークアップ 

福崎 正展 君 （校長会と語る会） 

藁科 博伸 君 （藤枝南ＲＣ） 


