
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 

・・新会員入会ですが、本日の例会終了までに異議がな

い場合、入会手続きを進めさせて頂きます。意義のあ

る方は例会終了後、幹事にお伝えください。次年度 7

月の第 1 回目からの参加になります。 

・職業分類を追加することになりました。詳しい話は後

程事業報告にて松村委員長よりして頂きます。 

・7 月例会プログラムを配布しました。 

★幹事報告      幹事  伊東 良洋 君 

・静岡ロータリークラブ 80 周年記念講演の登録を先

週させてもらいましたが、まだ参加したい方がいらっ

しゃいましたら幹事まで連絡をください。 

★委員会報告 

ロータリー情報委員会 村松 孝保 委員長 

・6月 8日（月曜日）に新会員オリエンテーション兼歓迎会を 

さんご寿司にて開催します。参加される方は、新会員の金丸君、

杉本君、委員会メンバー、その他のメンバーになります。 

懇親会中心に交流を深めたいと思います。該当者の方は参加を

忘れずにお願いします。 

職業奉仕委員会 久保田 好一 委員長 

・本日 18 時 30 分より「2014－2015 年度 焼津市校長会と語

る会」を焼津グランドホテルで開催します。委員会事業とし

ては最後の事業になります。ご参加される方には次第を配布

させて頂きました。リラックスした雰囲気で多くの意見交換

ができるように第二部の懇親会の時間を長く設定しました。

総勢 42名のご参加となります。参加者の方は本日夜もお付き

合いをお願いします。 

国際奉仕委員会 多々良 匡 委員長 

・ネパール大地震に対する義援金の募金が 4 万円集まりまし

た。  それにクラブの災害基金より 6 万円出させて頂き、

合計 10万円を送らせて頂きました。地区で窓口が立ちました

のでそちらへ送金しました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び 
【結婚記念日】 

〇中山 晃一君(H3.6.6) 

【創立記念日】 

〇清水 誠一君 (株)清水一級建築設計事務所 (S38.6.1) 

〇村松 孝保君 大洋設備(株) (S36.6.6) 

〇増田 一郎君 (株)カネヤマ水産 (S37.6.10) 

 

★スマイル報告 

 

①  薮崎 二三男 君 

静岡県警察官友の会の総会が 6 月 12 日沼津リバー

サイドホテルで行われます。特別講演講師が三島佐

野美術館館長の渡辺妙子氏で、演題も日本刀のお話

をされるとのこと。実は 1973 年 40 年前、私がプロ

グラム委員長の例会卓話に自家用車で自分の運転

で講師と国宝の日本刀のために 2往復したことを思

い出し、総会への参加を決めました。 

当日講師との対面が叶えられたらと今から楽しみ

にしています。 

第２６７４回 例会  平成２７年６月４日（木）１２：３０～  晴れ    
SongLeader  親睦活動委員会 村松 英和 委員長 

   ♪奉仕の理想 ♪心のこり 

Guest  国際ロータリー 第 2620 地区 米山記念奨学委員会 

  中山 秀樹（なかやま ひでき）様 

米山記念奨学生 韓 叡松（ハン イエソン）様 

4 つのテスト 職業奉仕委員会 久保田 好一 委員長 



②  吉田 典充 君 

本年度、青少年奉仕委員長を仰せつかり、何とか一

年間事業を遂行できたことについて会員皆様のご

協力のたまものと感謝しスマイルをさせて頂きま

す。 

③  村松 英和 君 

親睦活動委員会を無事に一年間務める事が出来ま 

した。皆様のご協力に感謝しております。 

④  岡村 延昌 君 

初めての社会奉仕委員長を仰せつかり、不手際も

多々あったかと思いますが、会員諸兄の皆様のご協

力により無事事業を終了することが出来ました。一

年間ありがとうございました。 

⑤  浅原 博 君 

1 年間、御協力ありがとうございました。委員会の

皆様ご苦労様でした。 

⑥  松村 友吉 君 

職業分類委員会、会員選考委員会を担当致しました。

会員増強委員会の福崎委員長のがんばりで新会員

も増え会員選考審査を 4 名、職業分類選考も 4 分類

選考致しました。いろいろとお世話になりました。 

⑦  倉嶋 伸康 君 

ロータリー財団委員長を 2 年続けました。ようやく

解放されました。2 年間ありがとうございました。 

⑧  仲野 和則 君 

平成 22 年 5 月 14 日は大腸がんの手術をしてから定 

期的に検診を行っております。5 月 27 日、定期検診 

を受けてきましたが、検査の結果、異常なしとのこ

とでこれで大腸がんからの転移もなく肩の荷もお

りました。ありがとうございました。 

 

★米山記念奨学生への奨学金 仲野 和則 会長 

韓さんに奨学金をお渡ししました。 

 

 

  

 

 

 

★第 2620 地区 米山記念奨学委員会より 

中山 秀樹 様 

本日は奨学生を受け入れて頂きました静岡地区の

ロータリークラブに御礼の訪問をさせて頂いており

ました。皆様からも韓さんに機会がありましたら声

を掛けて頂ければと思います。 

★クラブ協議会 

職業分類・会員選考委員会   松村 友吉 委員長 

◎4 名の新会員の職業分類を選考させて頂きました。 

一年間ありがとうございました。 

ロータリー財団・米山委員会  倉嶋 伸康 委員長 

◎未来の夢計画事業、資金集めを推進、米山記念奨

学金事業寄付、米山記念奨学生の受入れなどの活

動を報告させて頂きました。 

親睦活動委員会            村松 英和 委員長 

◎例会への来賓、ビジターを歓迎・歓待する、会員

のお慶びを例会時に発表し、全員で祝福する、納

涼夜間例会、クリスマス家族例会の報告をさせて

頂きました。一年間ありがとうございました。 

 

青少年奉仕委員会     吉田 典充 委員長 

◎ボートレース大会、移動例会、善行賞、小川中学 

校ほたる育成助成の報告をさせて頂きました。 

クラブ広報委員会     浅原 博 委員長 

◎「ロータリーの友」への 6 月号への寄稿、会報の 

作成、アルバム作成などの活動を報告させて頂き

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21日 

M-UP 

確定 

出席率 

6月 4日 
45 

(45) 
39名 86.67% 5名 95.56% 

 

★メークアップ 
吉田 雄一 君（理事会） 

倉嶋 伸康 君（クラブ協議会） 

大石 博之 君（クラブ協議会） 

深沢 英雄 君（焼津南ロータリークラブ） 

松岡 好子 君（藤枝ロータリークラブ） 

 

★焼津市校長会と語る会 
6 月 4 日 18 時 30 分より焼津グランドホテルで焼津ロー

タリークラブと焼津市内の小中学校の校長先生に参加

頂き、「焼津市校長会と語る会」を開催しました。色々

な情報交換をさせて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


