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★創立記念日 乾杯 直前会長 仲野 和則君 
7月 11日が焼津ロータリークラブの創立記念日なのでサ

ッポロビールさんのノンアルコールビールで乾杯を行

いました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

★焼津南ロータリークラブ会長ご挨拶 
焼津南ロータリークラブ 会長 小梁博治 君 

創立 55 周年おめでとうございます。 

焼津南ロータリークラブも本年度も 40 周年となります。 

焼津南ロータリークラブの今年度のテーマは「いまこそ

ロータリーの原点」です。今年度は節目の年と位置付け

原点に戻り、これからの５年１０年先の目標を模索して

いく１年と考えております。今後ともご支援ご鞭撻、宜

しくお願い致します。 

焼津ロータリークラブの益々のご発展と会員の企業様

の益々のご発展を祈念して御挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★幹事報告     幹事  鈴木 啓央 君 

・今月の第 2、第 3、第 4 例会はクラブ計画書を資料と

して使用しますので、毎回持参して頂くか引出に入れ

ておいてください。 

・次週第３例会はガバナー補佐の訪問となります。ガバ

ナー方針によりノーネクタイでお願いします。 

・例会変更通知と、前年度文献記録担当の深沢君が作っ 

てくれました活動アルバムを回覧します。 

★通常総会  議長 吉田 雄一 君 
決算・監査報告・予算（案）の審議について 

☆定足数の確認 

会員総数４７名 本日出席者数 ３９名 

鈴木幹事より焼津ロータリークラブ細則第４条第

４節で定められた会員総数の３分の１を満たして

おりますので、本総会が有効に成立することがご報

されました。 

☆第１号議案 

 ・前年度会計の青島直久君の代理として伊東良洋

前年度幹事が前年度決算報告を行いました。 

 ・前年度会計監査の吉田雄一君によって適正にさ

れたことを同席した仲野直前会長が報告しま

した。 

☆第２号議案 

 ・本年度予算案が浅原博会計理事により会員に対

して説明されました。 

吉田雄一議長がそれぞれの議案の可否を会員に諮

ったところ満場一致にて可決承認されました。 
 

★会長方針       吉田 雄一 会長 

 この度、創立 55 周年

という伝統ある焼津ロ

ータリークラブの会長

を仰せつかりました。 

私にこの大役が務まる

のか身が引き締まる思

いです。鈴木啓央幹事と

共に出来る限り頑張ります。 

至らない事等多々あると思いますが、ご指導ご鞭撻、

宜しくお願い致します。 

 焼津ロータリークラブの定款の第 4 条に目的が

ありその第 1 に「知り合いを広めることによって奉

仕の機会とすること。」ということが書かれており

ます。多分ロータリーの会員を拡大するということ

も含まれていると思います。 最近、会員数が減少
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しているとのことですが、組織は特に若い人達がど

んどん入会してくるような会でないと衰退してい

くと思います。そのために会員の増強は大事な事と

思います。100 年の歴史があるといわれるロータリ

ーも創立当初とはその環境も色々と大きく変わっ

ています。焼津ロータリークラブもそうであると思

います。ダーウィンは「強いものが生き残るのでは

なく、環境の変化に対応できたものが生き残る」と

有名な言葉を残しております。若い人達が大勢参加

してきてくれるようなロータリークラブにしてい

きたいと思います。そのために皆様と一緒に考えて 

変えなくてはならないところは変えて参加しやす

い環境を整えられたらいいなと思います。 

 会員の間に一定の年齢差も出てきていることも

少し感じます。会員の親睦はより重要なことと思い

ます。そのためのイベント等何かできたらと思いま

す。こちらも考えていきたいと思います。 

 今年度の RI 会長 K,R”ラビ”ラビンドラン氏は

「世界へのプレゼントになろう」を掲げています。 

この焼津ロータリークラブの会員の皆様は地元で

は有力な企業の社長さんや名士といった社会的地

位の高い人が大勢います。その能力はそれぞれ大変

高いものがあると思います。その能力を地域社会の

為に役立てて頂けるような何かが出来たらいいな

と思います。RI 会長はそのようなことを言ってい

るのだと思います。それも皆様と考えていきたいと

思います。 

再来期の年度において松村友吉君が第 2620 地区

のガバナーになられます。我が焼津ロータリークラ

ブ創立以来、初めてのことで大変名誉なことと思い

ます。今から準備していかなければならないと思い

ます。松村君も大変だと思います。クラブあげて全

力でご支援していきたいと思います。 

至らない会長であると思いますが、皆様にささえら

れて何とか任務を全うできたらと思います。 

1 年間宜しくお願い致します。 

 

★その他報告 

前年度文献記録担当 深沢英雄 君 

・前年度の写真とＣＤができましたので、皆様に配付させてい 

ただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお喜び 
【本人誕生祝】 

〇中山 晃一 君(S39.7.11) 

【夫人誕生祝】 

〇浅原 博 君(秀子様)(7.3) 

〇伊東 良洋 君(孝子様)(7.8) 

〇吉田 雄一 君(あい子様)(7.13) 

【入会記念日】 

〇多々良 匡 君(H4.7.2)  〇鈴木 啓央 君(H17.7.7) 

〇清水 誠一 君(H23.7.7) 〇村田 昌弘 君(H23.7.7) 

〇吉田 典充 君(H23.7.7) 〇奥川 将之 君(H21.7.9) 

〇藤原 明   君(S35.7.11)〇藁科 博伸 君(H25.7.11) 

〇村松 孝保 君(H13.7.12)〇水野 康男 君(H7.7.13) 

【創立記念日】 

〇寺岡 襄  君  磯自慢酒造(株)  (H2.7.1) 

〇芳村 正樹 君  (株)サンロフト   (S43.7.1) 

〇杉本 康延 君  (株)清水銀行     (S3.7.1) 

〇村松 英和 君  魚市静岡魚市(株) (S50.7.11) 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 

①  焼津南ロータリークラブ 

会長 小梁 博治 君 幹事 村松晴一 君 

本年度焼津南ロータリークラブの会長を仰せつかり

ました小梁博治と幹事の村松晴一です。1 年間ご指導

のほど宜しくお願い致します。 

②  会長 吉田 雄一 君 幹事 鈴木啓央 君 

2015-2016 年度焼津ロータリークラブ会長、幹事を務

めさせて頂きます。不慣れで勉強不足な二人ですが、

精一杯頑張りますので皆様のご指導、ご支援をよろし

くお願い致します。 

③  仲野 和則 君 

前年度伊東幹事を始め、皆様方の協力で無事 1 年間終

る事が出来ました。又、クラブより記念品、文献記録

委員会より１年間の活動アルバムを頂きありがとう

ございました。良い思い出とさせて頂きます。 

本年度は会員組織委員会を担当させて頂きますので

引き続きよろしくお願い致します。 

④  久野 匠一 君 

会場監督を務めます。会員の皆様ご協力をお願い致しま

す。 

⑤  増田 泰久 君 

7 月 1 日の朝待望の初孫が誕生しました。母子ともに元

気で嬉しさ一杯です。最近は事前にどちらか分かってし

まうのでサプライズは無いのですが、ちなみに男の子で

す。 

⑥  大石 博之 君 

社会奉仕委員長をお受けする事になりました。皆様の協

力が必要な委員会です。ぜひご協力をお願いします。 1

年間よろしくお願い致します。 

 

 

 



⑦  松村 友吉 君 

今年度ロータリー財団、米山の委員会を担当致します。

よろしくお願い致します。 

⑧  村松 孝保 君 

6 月 13 日初孫が滋賀県で誕生しました。男の子で名前は

義友希（よしゆき）と申します。私の父親の名前の一文

字取って名前を決めたみたいです。何故私の名前の一文

字を使ってくれなかった少し残念ですが、元気に生まれ

てくれたことに感謝しスマイルさせて頂きます。 

 

 

⑨  薮崎 二三男 君 

いよいよ新年度を迎えました。小原さんが他界されたと

いう実感がございます。周りから私が一番の高齢者と言

われてクラブのお役にたてることが何もできませんが、

好きなロータリアンとして誇りをもって旅立つ一週間

前の例会まで出席された生き方は先輩としてのお手本

でした。新年度から新たな気持ちで頑張れるようスマイ

ルします。 

⑩  水野 康男 君 

クラブ管理運営委員長を仰せつかりました。担当委員会

と力を合わせて頑張ります。一年間よろしくお願い致し

ます。 

⑪  松岡 好子 君 

今年度もスマイル委員です。今年は委員長なので更に頑

張って声を掛けたいと思います。声をかけられたらどう

か素通りせずご協力よろしくお願い致します。 

 

★クラブ協議会 

会員組織委員会  委員長 仲野和則 君 

会員増強委員会、職業分類委員会への協力・連携、例会

前年度 100%出席者の表彰、新会員へのオリエテーション

などの活動を行っていきます。１年間よろしくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団委員会・米山委員会 

委員長 松村友吉 君 
財団への寄附の推進・管理、「未来の夢計画」への参加

手続き窓口、ロータリーカードの普及などの活動を行っ

ていきます。１年間よろしくお願い致します。 

会場監督  委員長 久野匠一 君 

吉田会長をサポートできるように誠心誠意頑張ってま

いります。会員の皆様の御協力を頂きながら楽しい雰囲

気で、例会運営できるよう設営します。１つお願いがあ

ります。卓話の際は、私語が無いようにお願いします。

１年間よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

スマイル委員会  委員長 松岡好子 君 

予算を達成できるように１年間頑張ってまいります。 

よろしくお願い致します。 

 

親睦委員会  委員長 岡村延昌 君 

昨年度同様な内容で

活動を行ってまいり

ます。 

7 月 30 日の納涼夜間

例会の申し込みを配

布させて頂きました。

今回は、昨年度以上

に花咲ガニやアワビ、

サザエなどの高級食

材を揃え、マグロの解体ショー、大抽選会などをご用意

しております。23 日を締切にさせて頂きます。皆様、お

子様、お孫様を連れてぜひともお申込みをお待ちしてお

ります。１年間よろしくお願い致します。 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

6月18日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 9日 
47 

(47) 
39名 82.98% 3名 91.11% 

 

★メークアップ 
吉田 雄一 君（理事会） 

清水 誠一 君（地区会員増強セミナー） 

村松 英和 君（委員会） 

 

★出例会の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


