
例会日／毎週木曜日 12:30～13:30  

例会場／焼津グランドホテル 
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★地区大会表彰の報告と伝達 

水野康男 会長エレクト 

11 月 6、7 日に行われた国際ロータリークラブ第 2620 地区

大会において焼津のイメージソング「今、潮騒のまちへ」の作

製と、例会でエレクトーンの演奏で歌い親睦を深めていること

が評価され、ガバナーアクティブ賞を頂きましたのでご報告し

ます。 

 

薮崎二三男君が 90 歳の正会員として表彰されました。 

薮崎二三男君、寺岡襄君、山中一成君が 30 年以上 100％

出席で表彰されました。 

 

 

 

 

 
★米山奨学生への奨学金 
水野康男会長エレクトより米山奨学生の韓叡松さんに

11 月の奨学金が渡されました。 

 

★理事会報告   副幹事  村松 直行 君 

・第 4 回理事会議事録が承認されました。 

・伊佐公友君の退会届が承認されました。 

・12 月例会プログラムが承認されました。 

・12 月 20 日のクリスマス家族会の企画が承認されまし

た。 

・平成 28 年 2 月 18 日（木）の例会を夜間例会に変更し、

創立 55 周年記念例会とすることが承認されました。 

尚、企画運営は親睦活動委員会にお願いすることとな

りました。 

・伊佐公友君の退会に伴い、次年度地区米山奨学小委員

会副委員長に多々良浩吉君、委員に多々良匡君が選任

されました。 

 

★幹事報告    副幹事  村松 直行 君 

・次回例会は善行賞表彰式のため、夕方 18 時からとな

りま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 

親睦活動委員会 岡村 延昌 委員長 

・12 月 20 日（日曜日）クリスマス家族例会を開催します。 

17 時から受付開始、17 時 30 分から例会を開始し、17 時 50

分頃から家族例会となります。ゲストとして駿府の国美少女隊

をお迎えし頂き、ライブショーを開催します。その他屋台や大

抽選会を予定しております。 

尚、食事の方ですが、幼少な子供さんでも大人用のメニューを

希望される方は申し付け下さい。 

大抽選会の景品として自社製品などご提供頂けるとありがた

いです。ご参加の申し込み期限ですが、12 月 10 日までとさせ

て頂きます。どうぞ、よろしくお願いします。 

社会奉仕委員会 大石 博之 委員長 

・11 月 29 日（日）ですが、焼津ビーチクリーン大作戦への参

加します。前回同様場所は浜当目海岸となります。 

亀のトイレ前に 8 時 30 分までに集合下さい。自動車で来られ

る方は大石訓永君のご厚意によりトマル水産様の工場を駐車

場としてお借りさせて頂きます。軍手やゴミばさみの用意とロ

ータリージャンバーを着用下さい。参加のほどよろしくお願い

します。 

職業奉仕委員会 倉嶋 伸康 委員長 

・11 月 18,19 日ですが、小川中学校の方から職業講話を依頼

があり、多々良匡君に講師をお願いし、「人生の生き方」と

いうことで講話を行ってきました。 

対象が中学校１年生でしたが生徒さんも楽しく真剣に聴いて

くれました。多々良さんありがとうございました。 

第２６９５回 例会 平成２７年１１月１９日（木）１２：３０～  晴れ  
SongLeader  親睦活動委員会 村松 英和 君 

            ♪我らの生業 ♪里の秋 

Guest  国際協力ＮＧＯ ＡＭＤＡ 社会開発機構 

 山上正道 （やまがみ せいどう） 様 

     米山記念奨学生  韓叡松（はん いえそん）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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★会員のお慶び 
【結婚記念日】 

〇杉本 昭 君(S47.11.19) 

【夫人誕生祝】 

〇岡村 延昌 君（美根子様）(11.21) 

 

★スマイル報告 

①  多々良 浩吉 君 

藤沢への移動例会、急用にて出席できず青島さん始め

皆様にご迷惑おかけしまして大変申し訳ありません

でした。 

今年度 50 年の歴史ある静岡茶品評会において当社の

お茶が「農林大臣賞」を受賞させて頂きました。その

原料を生産していただきました茶生産農家とその茶

を仕上加工した当社の従業員に感謝しましてスマイ

ル致します。 

②  薮崎 二三男 君 

11 月にはいり 2 週続けての例会欠席は入会後初めて

です。5 日が目の手術、12 日の移動例会不参加と続き

ました。17 日は焼津南ロータリークラブ座禅例会に参

加でなくグランドホテルのメークキャップでした。次

回、目の手術が 12 月 8 日でほっとしました。私には

ロータリー例会が生活の一部で、せめて健康で会出席

を続けたいと思い、スマイルします。 

③  増田 一郎 君 

11 月 5 日の例会におきましては「特設ステージ」でワ

ルツ・ジャイブ・ルンバを躍らせて頂きありがとうご

ざいました。ダンスの発表会とは又、一味違う緊張感

の中、皆さまに暖かく見守って頂き、無事に終わりホ

っとしました。 

④  芳村 正樹 君 

11 月 11 日に焼津文化会館にて「ＩＴ経営フォーラム

2015」を開催させて頂きました。沢山の方のご協力に

より 200 名以上の方が来場頂き、盛況のうちに終わる

事が出来ました。ありがとうございました。その様子

が 13 日の静岡新聞の記事にも掲載されました。 

引き続き「ＩＴで焼津をより元気に！」を目標に頑張

ってまいります。感謝のスマイルをさせて頂きます。 

⑤  仲本滋哉君、深沢 英雄君、芳村正樹君 

10 月 29 日に松岡スマイル委員長のおごりで静岡の多

可野という老舗居酒屋で飲んでいたところ、SBS テレ

ビの取材を受けました。翌 30 日の夕方の「イブニン

グ eye」の「お父さんに言わせて」のコーナー冒頭を

仲本さん中心にサッポロビールのビンを持ってタイ

トルコールを言わせてもらい、その後の仲本さんが、

「五郎丸」を「源五郎丸」と言い間違えたところもば

っちり放映されました。スマイルさせて頂きます。 

 

★ロータリー財団委員会 

クラブフォーラム 
ロータリー財団委員会の松村友吉委員長よりロー

タリー財団についてあらためて説明がありました。 

★卓話 

卓話者: 

国際協力ＮＧＯ ＡＭＤＡ 社会開発機構 

山上 正道（やまがみ せいどう）様 

 演題： 

「世界の元気を育てたい 

  ＡＭＤＡーＭＩＮＤＳが行う国際協力」 

 

ＡＭＤＡ－ＭＩＮＤＳの

活動の事などをご説明頂

きました。貧困の軽減と

健康の増進に取り組む国

際協力ＮＧＯです。 

現在、ミャンマー、ネパ

ール、インドネシア、ザ

ンビア、ホンジュラスで

活動されているとのことです。 

その他ロータリークラブとのかかわりなどもスライド

を使って説明頂きました。ありがとうございました。 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

11月5日 

M-UP 

確定 

出席率 

11月 19日 
50 

(48) 
33名 68.75% 5名 86.00% 

★メークアップ 
薮崎 二三男 君 （焼津南ロータリークラブ） 

多々良 匡 君 （職業奉仕） 

大石 博之 君 （地区大会） 

福﨑 正展 君 （オリエンテーション） 

永田 貴三 君 （オリエンテーション） 

 

 

★小川中学校様講師派遣の様子 
11 月 18 日、19 日の２日間、焼津市立小川中学

校様より教育活動の依頼があり、職業奉仕委員会事

業として会員の多々良匡君を講師として職業講話を

お願いしました。対象を 1 年生に「命の大切さ・感

謝・幸せ」というテーマで生き方について 

講話をしてきました。 

 

 

 

 

 

 


