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★理事会報告    幹事  伊東 良洋 君 

・新会員（金丸君）の入会申込書を掲示しました。 

7 日間の公示期間を設けますので異議がある方は文書

にて理事会までお願いします。 

・1 月の例会プログラムを配布させて頂きました。 

 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

・近日中に 2015 年 1 月第 3．第 4 例会のクラブ協議会の

発表順を委員長さんと調整させて頂きます。 

★委員会報告・同好会報告 

親睦活動委員会 村松 英和 委員長 

・12月 21日のクリスマス例会のご出席のお願いです。 

今日まで沢山の方のお申し込みを頂きましたが、１１日まで

の引き続き受付を行っておりますのでどうぞよろしくお願い

します。 

社会奉仕委員会 岡村 延昌 委員長 

・11月 30日(日曜日)の「焼津ビーチクリーン大作戦」が行わ

れ、朝早くから 17名のメンバーの方に参加頂きました。 

ありがとうございました。青いジャンパーが目立ったようで、

来年も参加できればと思っております。 

尚、駐車場を手配していただきましたトマル水産の大石会長

様にもお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

★副幹事報告    副幹事  鈴木 啓央 君 

・本例会終了後、第 1 回予備理事会を行いますので 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

★年次総会   議長  仲野 和則 会長 

 
議長を焼津ロータリーク

ラブ細則第 3 条第 1 節によ

り、仲野和則会長が任命さ

れ同クラブ細則第 4 条第 1

節により、年次総会を開会

しました。 

 

１． 定足数の確認 

伊東良洋幹事より会員総数 45 名 本日の出席者 39 名で

あり、焼津ロータリークラブ細則第 4 条第 4 節で定めら

れた会員総数の 3 分の 1 を満たしておりますので、本総

会が有効に成立しますことをご報告しました。 

２．第 1 号議案 

 鈴木啓央副幹事より 2015-16 年度の役員及び理事選任に

ついて役員理事候補者の氏名を読上げ、議長が会場に可否

を諮ったところ満場一致にて可決されました。 

 

★次年度の役員理事は以下の通りです。 

会長         吉田 雄一 君 

会長エレクト     水野 康男 君 

幹事         鈴木 啓央 君 

会計         小林 学史 君 

直前会長       仲野 和則 君 

クラブ広報委員長   塩川 彰  君 

ロータリー財団委員長 松村 友吉 君 

職業奉仕委員長    倉嶋 伸康 君 

社会奉仕委員長    大石 博之 君 

国際奉仕委員長    村松 孝保 君 

青少年奉仕委員長   大石 訓永 君 

副幹事        村松 直行 君 

 

３．第 2 号議案 

伊東良洋幹事より細則の変更箇所の説明があり、議長が 

会場に可否を諮ったところ満場一致で可決されました。 

 

 

 

 

第２６５１回 例会   平成２６年１２月４日（木）雨      
SongLeader 親睦活動委員会 村松 英和 委員長  ♪奉仕の理想 ♪たき火 

4 つのテスト 職業奉仕委員会 久保田 好一 委員長 

Guest 評論家     原田 誠治（はらだ せいじ）様 

 



 

４．会長エレクト挨拶 吉田 雄一 君 

これまでの歴代の会長さんは、焼津市内でも立派な方で会

長職も立派に努められ、凄いなと思っておりましたが、同

じようになるように自分なりに努めてまいります。どうぞ、

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇吉田 雄一 君 (S22.12.4) 

【夫人誕生祝】 

〇村松 孝保 君（香代子様）(12.5) 

〇深沢 英雄 君（街子様） (12.9) 

【入会記念日】 

〇増田 泰久 君 (H25.12.5) 

 

★スマイル報告 

①  杉本 昭 君 

11 月 20 日の職業奉仕委員会による移動例会に当社赤

阪鐵工所を選んでいただき、ならびに多くの会員のご

参加をいただきましてありがとうございました。 

十分ではありませんでしたが足元の悪い中、当社の一

端をご覧いただけたものと思います。地元の皆様のご

支援に感謝の気持ちを込めてスマイルさせていただ

きます。 

②  薮崎 二三男 君 

先週善行賞表彰式の日が 89 歳の誕生日で既にクラブ

からもお祝いをいただきました。米寿が過ぎてからの

一日一日が特に貴重に思えてやはり歳を重ねること

は幸せを重ねること、そう思ってこの１年卒寿まで例

会皆出席でがんばります。 

③  吉田 典充 君 

11 月 27 日の青少年奉仕委員会担当の「善行賞」表彰

例会には会員の皆様におきましては、多大な協力をい

ただき無事委員会事業を終了することができ、誠にあ

りがとうございました。その様子が静岡新聞にも掲載

され子供達の嬉しそうな笑顔が見られ大変充実した

例会を過ごすことができたことに感謝して、スマイル

させていただきます。 

 

★卓話 
卓話者: 原田 誠治（はらだ せいじ） 様 

演題 『 「朝三暮四解散」と呼ぼう』  

 

今回が６回目の卓話とい

うことでお願いいただき

ました。 

衆議院選挙期間中ですが、

解散までの経緯、アベノ

ミクスの事などをいろいろな内容を踏まえ説明

頂きました。 

題名の「朝三暮四」とは、中国宋（そう）の狙公

（そこう）が猿を飼っていたが、その猿たちにと

ちの実を朝三つ晩四つ与えると言ったら猿たち

は怒ったが、朝四つ晩三つにすると言ったら喜ん

だという故事のことから。目先の違いにとらわれ

て、結局は同じ結果であることを理解していない

ことだそうです。 

評論家として熱い卓話を頂き、ありがとうござい

ました。 

 

 

例会の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★焼焼津ビーチクリーン大作戦の様子 

11月 30日(日曜日)の「焼津ビーチクリーン大作戦」の 

清掃活動の様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

11月20日 

M-UP 

確定 

出席率 

12月 4日 
45 

(44) 
39名 86.67% 8名 79.55% 

 

★メークアップ 

久野 匠一 君 （職業奉仕） 

青島 直久 君 （理事会） 

多々良 匡 君 （職業奉仕） 

岡村 延昌 君 （理事会） 

松岡 好子 君 （焼津南ＲＣ） 

村松 直行 君 （社会奉仕） 

福崎 正展 君 （社会奉仕） 

藁科 博伸 君 （藤枝南ＲＣ） 

 


