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★「新年度開始にあたって」 

 ～クラブ協議会での会長方針より～ 

 会  長 仲野 和則 君 

 2014～2015 年度、焼津ロータリークラブ 55 代目

の会長を務めさせて頂く事になり、いよいよ船出の

時を迎えました。本音は、とうとうこの時期が来て

しまったという気分であります。 

ロータリーの原点は志を同じとする会員同志の親

睦であるとされております。親睦を深める事で、ロ

ータリーの真の目的、真の理想を確認し合い、より

多くの人に理解と賛同の輪を広げていく事が今後

のクラブの維持、発展には不可欠であると思えます。

特に会員の増強は、何よりも優先して取り組まなけ

ればならないと思っております。 

会員の掘り起こしには増強委員会のみならず、クラ

ブ全員で熱意を持って取り組んで頂く様、メンバー

の皆様の絶大なるご協力をお願い致します。 

2020 年、東京オリンピック開催決定という明るい

話題に包まれている反面、暗く悲しい事件も多発し

ています。また、地域共同体社会から、個の社会へ

と世の中が変化し、横とのつながりや地域との密着

感がうすれてきたように感じます。 

こういう時代だからこそ、地域の方々と共に住みや

すい焼津、活気ある焼津の町作りを目指して、ロー

タリーの温かい思いやりの精神を忘れず活動に取

り組んでいきたいと思っています。 

楽しいロータリー活動を皆で作り上げて行こうで

はありませんか。私の微力を承知しております。し

かし誠心誠意努めさせて頂く所存でございます。 

どうか皆様方の温かい友情とご協力をよろしくお

願いします。また、伊東幹事には、特にお引き立て

ご協力を併せてお願い申し上げまして挨拶といた

します。 

 

 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

来週もクラブ計画書を使用しますので、忘れないよ

うにお願いします。 

★スケジュール 
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 

8/4 

9:30～ 

東益津小中学校職員研修会講師派遣 

（東益津公民館）職業奉仕委員会 

講師 多々良匡君 

★委員会報告・同好会報告 

社会奉仕委員会 岡村延昌 委員長 

・先日のプロモーションビデオはいかがだったでしょうか？ 

この場をお借りして広報委員会には御礼を申し上げます。 

・委員会としてふれあい広場・街をきれいにする運動共すでに

2回事前会議に参加しております。 

・先週はまちかど展の審査を行ってきました。まちかど展が展

示期間 19 日から 27日まで焼津市文化会館小ホールで 27日

15時から表彰式があり、参加させて頂きます。 

・例年同様にビーチクリーン大作戦への協力、みなとマラソン

の接待を行ってまいります。一つだけほたるの関係は青少年

育成委員会の方に移行させて頂きました。 

職業奉仕委員会 久保田好一 委員長 

・東益津中学校の森校長先生より依頼があり、8月 4日（月）

東益津小中学校の職員研修会に講師を派遣させていただきま

す。講師は多々良匡君にお願いしました。よろしくお願いし

ます。 

・8月 7日（木）早朝座禅例会があります。本日、出席をとり、

95%の出席率となりました。万が一、欠席する場合は、早めの

ご連絡をお願いします。 

第２６３３回 例会「クラブ協議会」平成２６年７月１７日（木）晴れ 
SongLeader 村松英和 親睦活動委員長 ♪我らの生業 ♪おまえに 

Guest  焼津南ロータリークラブ   会長 西野 訓史（にしの さとし）君 

  焼津南ロータリークラブ   幹事 古谷 仁（ふるや ひとし）君 



親睦委員会 村松英和 委員長 

・前回お伝えしました「納涼夜間例会」の参加申込み

を本日より開始しましので多くの方の参加をお待

ちしております。ご家族の方の参加もお待ちしてお

ります。 

★焼津グランドホテルからの挨拶と PR 

     副支配人 村松 篤志 様 

いつもお世話になっております。 

 4 年ほど前より「紺屋町倶楽部」というポイントカー

ドのシステムを採用しております。 

ぜひ、ご入会をお願いします。ご利用の 5%ポイントを進

呈します。今月のみ 500 ポイント加算させて頂きますの

で、ぜひご協力・ご入会の方お願いします。 

 

★会員のお慶び 

【本人誕生祝】 

〇増田 一郎 君(S23.7.17) 

【入会記念日】 

〇中野 弘道 君(H15.7.17) 〇村松 英和 君(H23.7.21) 

★スマイル報告 

①  藪崎 二三男 君 

全国高校野球静岡大会 113校 7月 12日草薙球場で始

まり、順調に試合消化できたら 7 月 29 日に代表が決

まります。既に 6 日目の熱戦が行われています。どう

か 8月の甲子園大会には強い代表が決まって大会を盛

り上げてほしい。夏の大会は取扱紙朝日新聞社が共催

という事でスマイルします。 

②  福崎 正展 君 

先週 7 月 8 日に静岡朝日テレビの「静岡元気卵応援団」

という情報番組に出演させて頂きました。出演するこ

とはほとんど誰にも言わずにいたのですが、そろそろ

隠しきれなくなってきたのでお詫びの代わりスマイ

ルさせて頂きます。 

③  橋本 喜史 君 

焼津市体育協会会長をしております。先日、薮崎君に

紹介頂きありがとうございます。これからも一生懸命

頑張ります。 

④  青島 直久 君 

本年度会計を務めさせて頂きます。 

よろしくお願いします。 

⑤  岡村 延昌 君 

本日の朝刊に毎年恒例の立哨活動が掲載されました

ので喜んで、スマイルさせて頂きます。 

 

★焼津南クラブ会長挨拶  

焼津南クラブ会長 西野 訓史君 
焼津南クラブは次年度４０周年記念を迎え、本

年度はチャーターメンバー２名、会員数３５名で

のスタートを迎えました。ここ数年会員数減少の

中、スタートしました。次年度は会員増でスター

トしたいと思います。 

浜松、甲府、焼津ロータリークラブと例えばゴ

ルフの同好会や利き酒会など、親睦会等で検討さ

せて頂き、焼津ロータリークラブと仲良く楽しい

クラブとしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ協議会 

会員増強委員会      委員長 福﨑 正展 君 

◎委員会メンバーの紹介と今年度の委員会活動として 

前期 2 名、後期 2 名の増員で 49 名、もしできれば 50

名を達成するようにご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月１２日地区増強・維持委員会セミナー 

 

会員組織委員会      委員長 村松 孝保 君 

◎会員増強委員会への協力、新会員のオリエーテーシ

ョン、例会 100%出席者の表彰について年数により表

彰景品がアップしていきますのでよろしくお願い

します。 

クラブ管理運営委員会 委員長 吉田 雄一 君 

◎親睦委員会、プログラム委員会、スマイル委員会の

目標が達成できる支援と同好会の助成金を廃止す

ることになりました。 

親睦活動委員会   委員長 村松 英和 君 

◎委員の紹介と入口にビジターを迎える席の設置と

会員のお慶び、夜間例会、クリスマス例会や親睦旅

行計画を企画していきます。 

広報委員会文献記録 副委員長 深沢 英雄君 

◎今年度の挨拶と委員会活動についてと 

１年間、沢山の写真が贈呈できるようにします。 

スマイル委員会 委員長 水野 康男 君 

◎目標額は 100万を目指しますのでご協力よろしくお

願いします。 

 

★例会の様子 

 

 

 

 

★出席報告 

 

会員数 出席数 出席率 
7月3日 

M-UP 

7月3日 

確定 

出席率 

7月 17日 
45 

(44) 
37名 84.09% 0名 97.73% 

 


