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★2013～2014 年度（村松孝保会長年度） 

100%出席者表彰式 会員組織委員長 村松孝保 君 

今回は 4 つのブロックに分けて各々の記念品を用意さ

せて頂きました。 

 

◆16 年間以上 (記念品 純銀製耳かき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆11 年～15 年間(記念品 シューズポリッシュセット) 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆6 年～10 年間 (記念品 スタンディングネーム) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2013 年～2014 年度出席率 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1 年～5 年間  

(記念品 エコフレンドリーレターオープナー) 

 
5 年間 鈴木 啓央 君 

4 年間 多々良 浩吉 君 

浅原 博 君 

深沢 英雄 君 

伊東 良洋 君 

3 年間 藤原 明 君 

水野 康男 君 

2 年間 村松 孝保 君 

清水 誠一 君 

村田 昌弘 君 

松岡 好子 君 

村松 直行 君 

1 年間 久保田 好一 君 

吉田 典充 君 

仲本 滋哉 君 

芳村 正樹 君 

 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

次回例会後に第 1 回指名委員会を行いますので、委

員会メンバーの方は予定に入れておいてください。 

★スケジュール 
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 

8/4 

9:30～ 

東益津小中学校職員研修会講師派遣 

（東益津小学校）職業奉仕委員会 

講師 多々良匡君 

8/21 

18:00～20:00 

納涼家族例会 

(焼津サッポロビール工場内 ガーデンハウス)  

8/28 11:00～ ガバナー懇親会 

12:30～ 焼津 RC・焼津南 RC 合同例会 

ガバナー公式訪問 

9/8 

13:30～ 

ふれあい広場 第 3 回実行委員会 

（焼津市総合福祉会館） 

★委員会報告・同好会報告 

社会奉仕委員会 岡村延昌 委員長 

・7 月 27 日日曜日にまちかど展の表彰式に伊東幹事、芳村広

報副委員長と表彰式に出席してきました。焼津ロータリーク

ラブ会長賞として 2作品表彰させて頂きました。 

・クラブ計画書の 31ページの社会奉仕委員会事業計画の 6番

42 年間 小原 昇 君 

藪崎 二三男 君 

寺岡 襄 君 

33 年間 山中 一成 君 

17 年間 伊佐 公友 君 

倉嶋 伸康 君 

14 年間 青島 直久 君 

12 年間 大石 訓永 君 

仲野 和則 君 

9 年間 岡村 延昌 君 

8 年間 多々良 匡 君 

7 年間 近藤 吉典 君 

7 月 90.75% 1 月 78.61% 

8 月 88.44% 2月 85.41% 

9 月 86.86% 3月 88.52% 

10 月 83.43% 4月 89.33% 

11 月 87.85% 5月 92.86% 

12 月 85.82% 6月 93.28% 

第２６３５回 例会「クラブ協議会」平成２６年７月３１日（木）晴れ 
SongLeader 村松英和 親睦活動委員長 ♪ＲＯＴＡＲＹ 



目に記載してある「富士山世界遺産 維持地区活動支援」に

関して１名 500 円の寄付を実施させて頂きました。趣旨は富

士山は色々な方が清掃活動を行っており意外と綺麗な状態で

すが、少し奥の方に入ると産廃処理業者に委託しないと片付

けられないゴミが散乱しています。という事で今年は地区で

は皆様から寄付を募って産廃処理業者にお願いし、このよう

なゴミの清掃に手を付けたいという事です。 

職業奉仕委員会 清水誠一 副委員長 

・次回例会は職業奉仕委員会担当で座禅例会を開催させ

て頂きます。多くの出席者のご回答を頂いております。

貞善院で 6:30からの開始となりますのでお間違いのな

いように出席下さい。 

・8 月 4 日講師派遣として多々良匡君に東益津小中学校 

の先生方を対象に講演をお願いしております。 

どうぞよろしくお願いします。 

青少年奉仕委員会 杉本昭 副委員長 

・8 月 2 日の土曜日に小川港で焼津市中学校のボートレ

ース大会が開催されます。毎年女子の部優勝校を焼津

ロータリークラブとして表彰しております。 

ちなみに授与するトロフィーは一番大きなトロフィ

ーです。仲野会長、杉本副委員長、伊東幹事、芳村広

報副委員長が出席予定です。開会式は 8:30、競技開

始は 9:30、閉会式は 11:00 の予定ですので、是非応

援にも来てください。 

財団委員会 村田昌弘 委員 

・7 月 19 日の土曜日に地区財団セミナーが開催され、 

 村松直前会長、倉嶋委員長、伊東幹事の３名で出席し

てきました。次年度は報告していただく書類などを簡

略化するとの事ですが、焼津ロータリークラブから報

告した昨年度の高草山バイオトイレの事業の資料が

一番良かったということで、この事業を代表事例とし

て発表してほしいと地区から依頼があり、村松直前会

長の方で発表させて頂きました。 

・無料のロータリーカードについて皆様の方でも加入頂

いているかと思いますが、引き続き加入推進をしてほ

しいとの依頼を受けました。まだ加入されていない会

員の方はぜひよろしくお願いします。 

親睦委員会 村松英和 委員長 

・「納涼家族例会」内容ですが当日、バンドによる演奏

会を予定しております。どの様な曲を演奏するかは当

日までのお楽しみということになります。デッキにて

バーベキュー方式でお肉と野菜を焼いていきます。加

えてマグロの解体ショーも行い、大皿にお刺身を盛り

付け、ご飯を用意してマグロ丼が食べれるように考え

ております。ぜひ、ご家族様のご出席申し込みを引き

続きお待ちしております。 

 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇山竹 葉子 君 (S33.8.4) 

【夫人誕生祝】 

〇橋本 喜史 君（佳子様）(8.1) 

【入会記念日】 

〇槇田 堯  君(H7.8.24)   〇青島 直久 君(H2.8.30) 

〇吉田 雄一 君(H2.8.30)   〇近藤 吉典 君(H2.8.30) 

〇橋本 喜史 君(H16.9.20)  〇松村 友吉 君(H10.9.3) 

【創立記念日】 

〇多々良 匡 君（株）丸一家具センター(S42.8.1) 

〇奥川 将之 君 将建マテリアル（株）(H10.8.1) 

〇鈴木 啓央 君 焼津神社(反正天皇 4年（西暦 409年）8.133 

〇山竹 葉子 君 司法書士山竹葉子事務所(H12.8.16) 

〇薮崎二三男君 （株）薮崎新聞店(S48.9.1) 

〇伊東 良洋君 （株）東洋空調システム(H8.9.1) 

〇増田 泰久君 （株）カクヤマ(S37.9.1) 

 

★スマイル報告 

①  藪崎 二三男 君 

全国高校野球静岡大会の決勝戦は 30 日静岡高校が掛

川西高校を破り優勝し、3 年ぶり 23 度目の静岡代表に

決まりました。会員で出身校の皆様おめでとう。8 月

9 日開幕の甲子園の全国大会代表校にふさわしい活躍

を祈念してスマイルします。 

②  大石 訓永 君   松村 友吉 君 

母校静岡高校が 23 回目の甲子園出場をする事ができ

ました。甲子園で活躍出来ますよう応援をお願いしま

す。 

③  倉嶋 伸康 君 

本日の例会で 100%出席者の表彰をして頂けるとの事

ですが、残念ながら所用で欠席となり、気まずい思い

をしております。今年も 100%出席を目指して本日の出

席補填のためのメーキャップを早速すませましたの

でよろしくお願いします。表彰有り難うございました。 

④  深沢 英雄 君 

先週木曜日から日曜日まで前年度会長幹事会の打ち

上げ研修旅行で台湾へ行ってきました。岩堀アシスタ

ントガバナーの希望で台北グルメツアーとなり、参加

出来なかった村松前年度会長の分まで楽しんできま

した。そのおかげで体重が 3kg 増えましたのでその分

スマイルさせて頂きます。 

⑤  吉田 雄一 君 

クラブ管理運営委員長を仰せつかりました。 

今年一年よろしくお願いします。 

⑥  浅原 博 君 

今年度クラブ広報委員長を務めさせて頂きます。 

一年間よろしくお願いします。 

 

★クラブ協議会 

 

広報委員会    委員長 浅原 博 君 

◎クラブ広報の組織が変更になりました。本年度は対

外広報と内部広報、文献記録と３つの委員長を設置

して行っていきます。対外広報は焼津ロータリーク

ラブの活動をホームページも含めて外部に発信、Ｐ

Ｒしていきます。内部広報は、クラブ会報の制作、

文献記録も従来通りの文献を残していく。写真撮影

については基本的に１名が行い共有していく事にな

りました。会員増強の足掛かりのために対外に発信

していきたいと思います。一年間よろしくお願いし

ます。 

 

対外広報委員会    副委員長 塩川 彰 君 

◎焼津ロータリークラブの活動を外部にＰＲしてい

きます。いい活動を行っておりますので、新聞やテ

レビなどでもＰＲできるようにしたいと思います。

早速ですが仲野会長が静岡新聞の「この人」に掲載

されました。いい写真でしたのでＡ３サイズの写真

にして会長にプレゼントさせて頂きました。「ロー

タリーの友」への寄稿なども積極的に行ってまいり

ます。一年間よろしくお願いします。 

 

内部広報委員会 副委員長 芳村 正樹 君 

◎毎週開催される例会の会報誌を制作を行ってまい

ります。７月より既にスタートしておりますが、Ａ

４サイズ２ページにまとめた編集と例会以外の対

外活動や活動予定などもダイジェスト的に掲載し、

皆様が毎回閲覧していただけるような魅力ある内



容を目標にします。加えて、対外広報のホームペー

ジの更新作業などもサポートしてまいります。こち

らの目標は前年度のアクセス数約４０００から倍

増を目指したいと思います。活動に関連した写真撮

影なども沢山撮影してまいります。 

一年間どうぞよろしくお願いします。 

 

国際奉仕委員会 委員長 多々良 匡 君 
◎世界的に自然現象による災害が多発しております。

今年も洪水があるのではと懸念されており地球が

病んできているのかなあと感じています。さて昨年

フィリピンで大きな災害がありました。昨年度も支

援を行いましたがまだまだ行き届いておりません。

なので本年度も災害支援の募金活動を行っていき

たいと思います。まずは 8 月 21 日の納涼例会より

開始し、出来たら 8 月の末に送金したいと考えてお

りますので、一人 1000 円以上の募金をお願いしま

す。1 年間どうぞよろしくお願いします。 

 

 

★例会の様子他 

 

 

 

 

 
大トリの多々良匡君 

 

 

 

 

 
夫人誕生祝いには 

このようなお花が届けられます。 

 
 

★その他 
第３８回市民絵画公募展「まちかど展」の表彰式が 7月 27

日焼津市文化会館 小ホールで行われ、岡村社会奉仕委員長、

伊東幹事、芳村広報副委員長で参加しました。焼津ロータリー

クラブ会長賞として中学生の部、一般の部、各１名に授与致し

ました。受賞は、中学生の部 「結婚式場」太田涼葉さん、 

一般の部 「大漁を願う」齊藤欣吾さんとなりました。 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★出席報告 

 

会員数 出席数 出席率 
7月17日 

M-UP 

7月17日 

確定 

出席率 

7月 31日 
45 

(45) 
36名 80.00% 2名 86.67% 

★メークアップ 

藤原 明  君  （静岡北ＲＣ） 

倉嶋 伸康 君  （静岡日本平ＲＣ） 

 


