
例会日／毎週木曜日 12:30～13:30  

例会場／焼津グランドホテル 

事務所／静岡県焼津市三ヶ名 1671 番地 ヤマキンビル 302 号室 

国際ロータリー 第２６２０地区 静岡第５分区 
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クラブ協議会 

「委員会事業報告・退任挨拶②」 

 

職業奉仕委員会     倉嶋 伸康 委員長 

今年度は４つのテスト、 

職業奉仕分類卓話の実施 

と小中学校対象の職業講 

話を行いました。 

卓話を担当された皆様、 

講話を担当された皆様、 

ありがとうございました。 

藤沢ＳＳＴへの移動例会、明治製菓職場見学等 

盛りだくさんの事業ができました。 

本当に一年間ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員会     大石 博之 委員長 

一年間ありがとうご 

ざいました。 

ふれあい広場参加、ビー 

チクリーン参加、焼津み    

なとマラソン大会湯茶の 

接待等事業が無事に完了 

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕活動委員会     村松 孝保 委員長 

                           (代理報告 鈴木幹事) 

大きな事業として補助金

事業「未来の夢計画」とい

うことで社会福祉法人「春

風寮」様にベッド・学習机

を寄贈しました。 

一年間ありがとうござ

ました。 

 

青少年奉仕委員会      大石 訓永 委員長 

善行賞の募集、審査、表

彰の実施、市内中学校ボー

トレース大会への助成、天

満宮書道展への協賛、作文

集への助成、ゲンジホタル

育成事業への助成等事業

が完了しました。 

一年間ありがとうございました。 

 

地区特別準備委員会    倉嶋 伸康 委員長 

一年間ありがとうござ

いました。2017-2018 年ガ

バナー年度に向かって準

備と勉強をしてきました。 

松村年度のロゴが決まり

ましたので発表させてい

ただきました。 

7 月より 2 年間渡りスタ

＾－トしますので会員の皆様のご協力等どうぞよろし

くお願いします。 

 

 

 

第２７２０回 例会 平成２８年６月１６日（木）１２：３０～ 雨  

        （例会場：焼津四川飯店） 
司会進行    幹事 鈴木 啓央 君 

SongLeader  親睦活動委員会 藤島 祥人 君 

            ♪我らの生業 

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 



ガバナーノミニーよりご挨拶  

 松村 友吉ガバナーノミニー 

7 月１日よりガバナーエ

レクトの事務所開設なりま

す。2 年間になりますが、

焼津ロータリークラブの皆

様のご協力、どうぞよろし

くお願いします。 

 

★理事会報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・藁科博伸君から退会届が提出され、受理されました。 

・第 4 回臨時理事会で本年度の会計監査で杉本康延君が 

指名されました。 

・第 4 回臨時理事会で新入会会員候補 4 名の会員選考、 

職業分類が承認されました。 

 本日より 7 日間、異議がなければ、承認となり次年度 

から入会となります。 

八木利樹君（焼津信用金庫）、西野了史君（（株） 

成了エレクトライン）、豊島恒之君（（株）トヨシマ）、 

石田祐樹（（株）藤枝ＭＹＦＣ）の４名です。 

★幹事報告     幹事  鈴木 啓央 君 

・地区を通じて送金させていただいた熊本大分地震の 

 義援金に対してお礼状をいただきましたので回覧さ

せていただきます。 

★委員会報告・同好会報告 

あさがお同好会 大石 訓永 君 

・今年もあさがおの栽培を行っております。 

 7月の一週目の例会にて配布させていただきます。 

当日、お休みの方でほしいという方がいらっしゃるようでし

たら事前に申し出てください。 

 

★地区からの委嘱状授与 
  水野  康男会長エレクト 

藁科博伸君の退会の伴い、新たに会計副委員長に山竹

葉子君が選任され、地区からの委嘱状を伝達して頂き

ました。 

 

 

 

 

 

 
 

★会員のお慶び   中山 晃一 君 
【本人誕生祝】 

〇倉嶋 伸康 君 (S19.6.16) 

〇杉本 康延 君 (S39.6.24) 

〇吉田 典充 君 (S28.6.27) 

【夫人誕生祝】 

〇松村 友吉 君 （友子様）(6.21) 

〇池谷 和正 君 （李沙様）(6.28) 

〇中山 晃一 君 （幸代様）(6.29) 

【創立記念日】 

〇藁科 博伸 君 焼津信用金庫(M41.6.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告    深沢 英雄 君 
 

①  久野 匠一 君  

会場監督委員会、会員の皆様、委員会の皆様のご協

力に心より感謝します。お世話になりました。 

②  藁科 博伸 君 

三年間大変お世話になり、有意義な時間を過ごすこ

とができました。本来なら皆様に直接ご挨拶させてい

ただかなくてはならないところですが、都合がつかず

申し訳ありません。焼津ロータリークラブの益々の発

展と皆様のご健勝、ご多幸をお祈りして、お礼のスマ

イルをさせて頂きます。 

③  倉嶋 伸康 君 

本年度職業奉仕委員会、地区特別準備委員長の役職

を無事に終えることができました。ロータリアンの皆

様のご協力ありがとうございました。職業奉仕委員会

につきましては、新しい試みでありました職業奉仕卓

話に 9名の皆様に快く引き受けていただき感謝申し上

げます。また、小中学校での職業講話につきましても

5 回開催できました。講師の皆様ありがとうございま

した。地区準備委員会につきましては、本番に向けて

準備がほぼ完了しました。7 月から 2 年間に渡る本格

的に活動に入りますので、ロータリアンの皆様のご理

解ご協力をお願いいたします。 

④  清水 誠一 君  

一年間ご協力頂き有難うございました。お陰様で多

くの仲間を迎えることができました。今後とも会員増

強へのご協力を宜しくお願い致します。 

⑤  大石 博之 君  

一年間お世話になりました。皆様のおかげで無事に

終る事ができました。ありがとうございました。 

⑥  松村 友吉 君  

ロータリー財団委員会の委員長としてお世話にな

りました。活動はほぼ前半で終わってしまい、委員長

としては自覚不十分でしたが、なんとか一年過ぎまし

た。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

6月2日 

M-UP 

確定 

出席率 

6月 16日 
51 

(50) 
37名 74.00% 5名 95.92% 

 

★メークアップ 
藤原 明 君（静岡南ロータリークラブ） 

村松 孝保 君（クラブ協議会） 

村松 英和 君（クラブ協議会） 

金丸 好孝 君（クラブ協議会） 

杉本 康延 君（クラブ協議会） 

 


