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★株式会社明治 東海工場見学のＰＲ 
   見学施設長 清水 康男 様 

１月に予定している移

動例会の視察先である

株式会社明治東海工場

の清水様に工場見学の

ＰＲ活動ということで

説明を頂きました。 

 

平素は弊社の活動全

般に各面からのご協力を賜り厚く御礼申し上げます。お

菓子の生産拠点として永きにわたり、藤枝の地で親しま

れてきた当工場では、学校関係団体・個人団体・シニア

団体など毎年多くのお客様に見学来場を頂いており、た

くさんのお礼状を頂くなど、ご好評を賜っております。

今後も皆様との交流を機に、地元企業として、より充実

したサービスの提供を心掛けていく所存です。是非とも

皆さまに工場見学のご案内をさせて頂きます。多数の皆

様のご来場をお待ちしております。 

 

★理事会報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・本日予定していた第２回理事会は、持回りとさせてい

ただき、昨日７月２２日議案を役員理事に配付させて

いただきました。 

 

★幹事報告     幹事  鈴木 啓央 君 

・次週は夜間移動例会です。会場・時間を間違えないよ

うに確認をお願いします。サッポロビール静岡工場様

での 17 時 30 分からスタートとなります。 

・ポールハリス著「抜粋 ロータリーへの私の道」復刻

版申込書 等が来ていますので回覧します。 

 

 

 

 

 

★委員会報告 

親睦活動委員会 福﨑 正展 副委員長 

・7 月 30 日の納涼家族例会ですが、ご家族の方のお申し込み

がまだまだ少ないようです。是非皆様の方でも声を掛けて頂

き、沢山の方に参加して楽しんで頂きたいと思っております。

引き続きお申し込みの方お待ちしております。 

当日ですが服装はラフなスタイルで構いません。 

タイムスケジュールですが、17時から受付開始、17時 30分よ

り例会、18 時より第 2 部の納涼会スタートし、約 2 時間を予

定しております。 

尚、会場準備がありますので親睦活動委員会及びＳＡＡのメン

バーの方には 16 時集合でお願いします。その他の方でもお願

いできれば準備のお手伝いをお願いします。 

 

 

 

 

 

★その他報告  

グルメ同好会 深沢 英雄 君 

・7 月 24 日 18 時 30 分より藤枝「三枝商店」さんでグルメ同

好会を開催します。参加者は 16 名です。よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

第２６８０回 例会  平成２７年７月２３日（木）１２：３０～ 曇     
SongLeader  親睦活動委員会 岡村 延昌 委員長 

   ♪手に手つないで ♪琵琶湖周航の歌 

Guest  株式会社明治 東海工場 見学施設長 清水康男様 

会長テーマ 

『ロータリアンの才能を地域や他のために使おう！』 

WWeeeekkllyy  RReeppoorrtt 



★クラブ協議会 

クラブ広報委員会  委員長 塩川彰 君 

主な活動を対外に向けて

積極的にＰＲしていきま

す。メンバーにはマイロ

ータリーへの登録推進を

実施してまいります。ホ

ームページでの活動報告

の充実化や新聞などに皆

様の記事が掲載された際

には、写真などをプレゼントさせて頂きます。１年間よ

ろしくお願い致します。 

 

会員増強委員会 委員長 清水誠一 君 
メンバー全員でクラブ

の現状を認識し、会員の

増強に関心を持って活

動を行ってまいります。

勧誘について候補者の

情報が大切だと思って

おり、皆様の身近な情報

をお聞きし、活動につな

げていきたいと思います。１年間よろしくお願い致しま

す。 

 

職業奉仕委員会  委員長 倉嶋伸康 君 

クラブ計画書にも記載

されている計画を実施

していきます。今年度は

例会の際に皆様の職業

について語って頂く時

間を設けたいと思いま

す。１年間よろしくお願

い致します。 

 

社会奉仕委員会  委員長 大石博之 君 

クラブ計画書に記載さ

れている社会奉仕活動

を実施してまいります。

地域の奉仕活動中心に

例年同様に活動してま

いります。１年間よろし

くお願い致します。 

 

青少年奉仕委員会  委員長 大石訓永 君 

例年に引き続き善行賞、

各事業（ボートレース

大会、書道展、ホタル

育成等）への協賛を継

続して実施してまいり

ます。１年間よろしく

お願い致します。 

 

地区特別準備委員会  委員長 倉嶋伸康 君 

松村友吉君が 2017 年～

2018 年のガバナーに就

任する予定です。そのた

めの地区運営の準備を

今年度から行ってまい

ります。１年間よろしく

お願い致します。 

 

 

 

 

★会員のお喜び 
【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) 

【創立記念日】 

〇福崎 正展 君（株）マルフク(S49.7.26) 

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）8.13 

〇山竹 葉子 君 司法書士山竹葉子事務所(H12.8.16) 

 

 

 

 
 

 

 

★スマイル報告 

①  大石 訓永 君 

今年一年間青少年奉仕委員長としてお世話になりま

す。よろしくお願い致します。昨日自民党の本部にて

かつおまぐろ議員連盟の総会があり、鰹節業界の現状

の説明をしてまいりました。井林代議士が司会をされ

ていたので断ることができませんでした。 

②  塩川 彰 君 

本年度クラブ広報委員会委員長を務める事になりま

した。クラブ活動を内外に積極的に発信していきます。

皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 

③  清水 誠一 君 

今年度会員増強委員長を務めさせて頂く事になりま

した。皆様からの情報が頼りです。ご支援、ご協力の

ほど宜しくお願い致します。 

④  岡村 延昌 君 

先日の静岡新聞に夏の交通安全県民運動の記事が載

りましたのでスマイルします。 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

7月9日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 23日 
47 

(47 
35名 74.47% 2名 87.23% 

★メークアップ 
山中 一成 君（藤枝ロータリークラブ） 

村松 英和 君（委員会） 

★出例会の様子 


