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★会長挨拶       吉田 雄一 会長 

サッカーのＪリーグ戦が

終盤に来ています。Ｊ1 リー

グでは一番早く我々の地元

チームの清水エスパルスが

Ｊ2 に降格が決定してしま

いました。誠に残念です。 

実は私、現在、清水エス

パルス後援会の監事をやっ

ております。この後援会は約 17,000 名位、会費は個人で年

8,000 円です。会長は元静岡銀行頭取の松浦康男様です。清水

エスパルスが強くなるよう支援をしています。 

もちろん会員からの会費ですので公正に使われなくてはな

りませんので監査が必要な訳です。私も会員であり、ファンで

あります。我が事務所の職員もファンが多く後援会員になって

いる職員もいます。 

エスパルスはオリジナル 10 と言われ 1993 年のＪリーグ発

足当時からのチームで今まで 23 年間Ｊ2 に降格したことがあ

りませんでした。このオリジナル 10 のうち 4 チームが降格を

したことがない 1 チームの名門チームでした。その他、鹿島ア

ントラーズ、横浜Ｆマリノス、名古屋グランパスです。いずれ

も大企業がバックについているチームばかりですが清水エス

パルスは大企業がバックについていない中で頑張っており、サ

ッカー王国静岡の誇りのようなものでした。 

今、Ｊ1 リーグ戦では上位で優勝争いをしているサンフレッ

チェ広島、浦和レッズ、ガンバ大阪なども一度Ｊ2 に降格して

Ｊ1 復帰を果たしております。ぜひ、清水エスパルスにも 1 年

でＪ1 復帰してほしいと思います。 

サッカー王国静岡からＪ1 チームが無くなってしまうのは

大変残念です。ジュビロ磐田にも頑張って頂き、静岡の誇りを

堅持してもらいたいと思います。 

そのためにも後援会員が増え皆様に支援して頂く事が必要で

す。どうか皆様におかれましてもご支援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

★理事会報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・例会終了後理事会を開催しますのでご出席をお願いし

ます。 

★幹事報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・11 月 7 日(土曜日) の地区大会は焼津駅を朝６時出発

ですので、お間違いのないようお願いします。 

 

★委員会報告・同好会報告 

会員組織委員会 村松 孝保 君 

・11 月 11 日（水）18 時 30 分よりさんご寿司さんで新会員の

オリテーションを行います。会食しながら親睦を深めるミーテ

ィングにしたいと思います。よろしくお願いします。 

プログラム委員会 青島 直久 委員長 

・次回の 11 月 12 日（木）は移動例会となります。神奈川県

藤沢市サスティナブルスマートタウン視察と鎌倉散策となり

ます。参加人数は 25 名となります。7 時 30 分焼津南口を出発

となりますのでよろしくお願いします。 

親睦活動委員会 岡村 延昌 委員長 

・12月 20日（日）クリスマス家族例会を開催します。 

本日皆様にチラシを配布させて頂きました。参加者の募集を始

めます。会員の皆様と家族の方をお誘いの上お申し込みをお

待ちしております。 

 

★その他報告      深沢 英雄 君 

・10 月 23 日～27 日にかけて「焼津パラオ友好協会」と

してパラオに訪問してまいりました。その際に焼津ロ

ータリークラブ及び焼津南ロータリークラブ両バナ

ーを日本大使に渡してきました。 

 

 

 
 

 

 

 

第２６９３回 例会  平成２７年１１月５日（木）１２：３０～ 晴れ  
SongLeader  親睦活動委員会 村松 英和 君 

            ♪奉仕の理想 

Guest  夏目ダンススタジオ 夏目 寿乃（なつめ ひさの） 様 

４つのテスト 職業奉仕委員会 村松 英和 君 

 

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 



★新会員入会式 
１．新会員紹介 会員増強委員長 清水誠一 君 

小原照光君の入会式を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．バッジ・4 つのテスト贈呈 吉田 雄一 会長 

３．援助会員の指名 

会員組織委員会 仲野 和則 委員長 

サポートをする援助会員として岡村延昌君を指名

させて頂きます。 

４．職業分類・所属委員会について  

幹事 鈴木啓央 君 

小原照光君の職業分類は機械工具販売、委員会は会場

監督及び親睦活動委員会となります。 

５．新会員挨拶          小原 照光 君 

こんにちは、小原照光です。このたびは焼津ロータリ

ークラブに入会させて頂き、ありがとうございます。

ご存知の通り、父小原昇が大変お世話になりました。

皆様のご指導を頂きと頑張ってまいります。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇近藤 吉典 君(S22.11.5) 

〇福﨑 正展 君(S43.11.5) 

〇金丸 好孝 君(S44.11.7) 

〇芳村 正樹 君(S42.11.9) 

〇杉本 昭  君(S21.11.17) 

【結婚記念日】 

〇橋本 喜史 君(S37.11.5) 

〇清水 誠一 君(H5.11.6) 

〇青島 直久 君(S55.11.10) 

【夫人誕生祝】 

〇仲野 和則 君(京子様)(11.8) 

【入会記念日】 

〇薮崎 二三男 君(S46.11.5) 

〇寺岡 襄 君(S46.11.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 

①  岡村 延昌 君、池谷 和正 君 

塩川 彰 君 深沢 英雄 君 

10 月 23 日～27 日にかけて「焼津パラオ友好協会」で

永田実治会長以下 15 名でパラオに行ってきました。 

先日の静岡新聞に載せて頂いた通りですが、太平洋戦

争の戦跡が未だに点在している光景にショックを受

けると共に御国に命を捧げた 20 歳前後の若者たちに

深く感謝すると共に天皇皇后両陛下の立たれた「西太

平洋戦没者の碑」の前で黙とうを捧げました。翌日か

らは世界遺産でもあるパラオの自然を楽しみ 27 日は

在パラオの田尻大使とも面会し、今後の友好について

話し合いをしました。今後もっともっと交流し、友好

を深めていきたいと思います。 

②  寺岡 襄 君 

1971 年 11 月 5 日入会以来 43 年間元気に皆出席できた

事、又駐車を毎週入口にしていただいている事に感謝

してスマイル致します。 

③  藤原 明 君 

台風の季節が過ぎて 10 月は晴天が続き、今年で一番

多い発電量でした。 

④  久野 匠一 君 

三女が 6 人目の孫を出産しました。母子ともに元気な

のが何よりです。我家もしばらく賑やかです。 

⑤  石田 江利子 君 

先日、父が焼津市の自治功労賞を頂きました。嬉しそ

うに受賞している父を見て誇らしく思いました。皆様

のお蔭ですばらしい賞を頂く事ができました。ありが

とうございました。 

 

★卓話 

卓話者: 夏目ダンススタジオ 

     夏目 寿乃（なつめ ひさの） 様 

  演題：「シャルウィーダンス」  

 

今回は、会員の増田一郎君の講師である夏目ダンススタ

ジオの夏目寿乃様をお迎えして、社交ダンスの歴史や種

類や衣裳の事などをご紹介頂きました。 

お話だけでなく、実際に社交ダンスを増田君と一緒に披

露していただき楽しいひとときでした。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★新入会員紹介者へＲＩからの記念バッ

ヂ贈呈 
 

吉田雄一会長から清水誠一

君に新入会員紹介の記念バ

ッヂが贈呈されました。 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

10月15日 

M-UP 

確定 

出席率 

11月 5日 
50 

(50) 
38名 76 6名 88.24% 

★メークアップ 
深沢 英雄 君 （ふれあい広場） 

山竹 葉子 君 （職業奉仕） 

仲本 滋哉 君 （委員会） 

中山 晃一 君 （委員会） 

池谷 和正 君 （委員会） 

石田 江利子 君（委員会） 
 


