
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 
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★黙祷 
去る 4 月 21 日に会員の小原昇君がご逝去されました。

会議に先立ち、謹んで哀悼の意を表し、黙祷を捧げまし

た。 

 

★会長報告       仲野 和則 会長 
悲しいお知らせが手元に届

きました。小原昇様が 4 月

21 日 22 時 5 分にご逝去さ

れました。22 日の 14 時 20

分頃、伊佐公友様、服部静

男様、鈴木通元様、そして

私とお悔みに行ってきまし

た。お話を聞きますと 20 日自宅で意識不明になりその

まま病院で静かに息を引きとられたとのことです。焼津

ロータリークラブに昭和 46 年 6 月に入会され、昭和 61

年第 27 代目の会長をお受けになられました。その後も

クラブでも重要なメンバーで大活躍されました。例会出

席も今年度まで 43 年間 100%出席で、メンバーの見本的

な存在で頑張って頂きました。 

生前、お世話になった小原様のお通夜が 4月 27日 18時、

告別式 4 月 28 日 13 時より紫雲殿にて行います。 

都合のつく方はご参列いただきますようにお願いしま

す。小原昇様のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

★理事会報告    幹事  伊東 良洋 君 

・清水銀行の新支店長・杉本さんの入会申込書の公示を

始めました。異議のある方は 7 日間のうちに理事会ま

でお願いします。来週まで異議がなければ入会手続き

を進めさせて頂きます。 

★幹事報告      幹事  伊東 良洋 君 
・・小原昇さんのお通夜・葬儀のスケジュールをお知ら

せさせて頂きました。 

・最終例会（30 日）の後、理事会を行いますのでメンバ

ーの方、予定をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

★副幹事報告    副幹事  鈴木 啓央 君 

・本日例会後の第 4 回次年度の予備理事会の案内をしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告 

社会奉仕委員会 岡村 延昌 委員長 

・先日の焼津みなとマラソン大会の湯茶の接待ありがとうござ

いました。これで社会奉仕委員会の全事業が終了しました。 

この委員会としての事業が多く、皆様には大変ご苦労頂きまし

た。この場をお借りして御礼申し上げます。本当にありがとう

ございました。 

米山委員会 倉嶋 伸康 委員長 

・19 日（日曜日）に米山会館で米山記念奨学生の受入れのカ

ウンセラーのオリエンテーションがあり、多々良匡君と一緒

に参加してきました。19 名の奨学生が参加されておりまし

た。焼津ロータリークラブが担当する静岡県立大学国際関係

学部 4 年生の韓叡松さんと対面してきました。まだまだ日本

に対する感情が韓国では残っているとのことでそのような感

情を解消できるパイプ役的なお仕事をされたいとのことでし

た。毎月 1 回例会に参加してくれる予定です。その際はぜひ

励ましていただけるようにお願いします。 

第２６６９回 例会  平成２７年４月２３日（木）１２：３０～  晴れ    
SongLeader  親睦活動委員会 村松 直行 君 

   ♪手に手つないで ♪麦と兵隊 

Guest  静岡県中央企業団体中央会 

 専務理事 木村 通利 （きむら みちとし）様 



 

★ベネファクター認証品贈呈 

ロータリー財団委員会 倉嶋 伸康 委員長 

・ベネファクター（1000 ㌦寄付者）を一人獲得するとい

う委員会目標に、仲野会長が応えて頂きました。 

ＲＩから認証品が来ていますのでお渡ししました。 

 

 

 

 

 

★同好会その他報告 

次年度クラブ管理運営委員会 水野 康男 君 

・次年度のクラブ運営に関係する委員会を対象に 4 月 25 日

18:30 より菜の花亭で炉辺会を開催します。 

小林さんの送別会について 芳村 正樹 君 

・清水銀行の小林学史さんの送別会について日程が変更になり

ました。5月 16日（土曜日）に開催となりました。再度、出

欠席のご案内をさせて頂きます。皆様のご参加お待ちしてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇大石 訓永 君(S17.4.25) 

〇塩川 彰 君(S41.4.26) 

【夫人誕生祝】 

〇藤原 明 君(律子様)(4.28) 

〇村松 直行 君(里香様)(4.29) 

【入会記念日】 

〇杉本 昭 君(H20.4.24) 

【創立記念日】 

〇浅原 博 君 (株)シンエー (H1.4.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 
 

①  岡村 延昌 君 

ピンクの似合う岡村です。先週は所用の為、欠席し 

まして申し訳ありませんでした。先日のマラソン大 

会における湯茶・レモン水の接待を持ちまして社会 

奉仕委員会としての全事業が終了しました。ご協力 

頂きました会員の皆様に厚く御礼申し上げると共 

に、たまたま焼津みなとマラソン大会にはピンクの 

自転車で行ってしまい、目撃されたので併せてスマ 

イルさせて頂きます。1 年間ありがとうございまし 

た。 

②  水野 康男 君 

4 月 18 日、娘に男の子が生まれました。1 月の内孫 

に続き 3 人目となります。健やかに育ってくれるこ 

とを願ってスマイルいたします。 

 

★卓話 

 
卓話者   静岡県中央企業団体中央会 

専務理事 

木村 通利（きむら みちとし）様 

     

演題 『ものづくり補助事業の動向』 

ものづくりの補助事業の動向について資料の配布頂 

き、静岡県中央会の概要、攻めに転じていない静岡県 

経済、ものづくり中小企業・小規模事業者施策開発等 

支援事業の概要、採択状況、事業の特徴などについて 

ご説明頂きました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

4月9日 

M-UP 

確定 

出席率 

4月 23日 
44 

(44) 
33名 75.00% 5名 88.89% 

★メークアップ 
青島 直久 君（藤枝ロータリークラブ） 

伊佐 公友 君（藤枝南ロータリークラブ） 

鈴木 啓央 君（焼津みなとマラソン協力） 

伊東 良洋 君（焼津みなとマラソン協力） 

福崎 正展 君（焼津みなとマラソン協力） 

 

★地区研修・協議会 

4 月１8 日（土曜日）山梨県甲府市で国際ロータリー第

2620 地区研修協議会が開催され当クラブからも 10 名が 

参加しました。 

 

 

 

 

 

 


