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例会場／焼津グランドホテル 
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★会長挨拶      吉田 雄一 会長 
 

本日は、焼津ロータリーク

ラブ創立 55 周年の夜間記念

例会であります。 

当クラブの特別名誉会員

でもあります中野焼津市長

様、並びにガバナー補佐の満

井様、親クラブの静岡ロータ

リークラブの疋野会長様、子

クラブの藤枝ロータリークラブの森下会長様の御臨席頂き、誠

にありがとうございます。 

今回は 55 周年ですが、前回の 50 周年の時は盛大に開催し

ましたので今回は簡素にさせて頂きました。 

この後、岡村延昌親睦活動委員長の企画で進めさせて頂きま

す。 

一口に 55 年と言っても半世紀以上ですので、長い年月が過

ぎたと思います。発足は 1960 年、昭和 35 年ですので私は小

学生でした。それから日本も大きく発展し、大きく変わりまし

た。ロータリークラブも変わってきたと思います。 

その中で、焼津ロータリークラブの果たしてきた地域への貢

献や役割は決して小さくなかっただろうと思います。そのいろ

いろな活動が地域のためになり、地域の人々に認められてきた

のではないかと思います。 

先輩達がそういった伝統や歴史を築いてくれて、焼津ロータ

リークラブを名誉あるものにしてきてくれたんだと私は思い

ます。今後も地域の役に立つ活動を更に進めて行けたらいいな

と思います。 

クラブには今でもチャーターメンバーの藤原明さん、43 年

間 100%出席の薮崎二三男さん、寺岡襄さんがいらっっしゃい

ますが、私はこの方々は我がクラブの誇りだと思います。他に

も素晴らしい会員が何人もいらっしゃいます。 

来々期は松村友吉さんがガバナーに就任です。クラブ始まっ

て以来のことです。これも素晴らしいことだと思います。 

私達は、そんな素晴らしい焼津ロータリークラブ、55 年の

歴史と伝統を今後も守り、継続発展させて行かなくてはならな

いと思います。 

これからの 70 周年、100 周年に向けて焼津ロータリークラ

ブが更なる飛躍をして行く事を願い 55 周年の記念例会の挨拶

とさせて頂きます。 

★幹事報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・25 日予定の理事会は持ち回り理事会とさせて頂きま

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 

・本日は 55 周年記念夜間例会ですが、焼津市出身のシンガ

ーソングライターの yosu様の 30分の歌と演奏があります。

せっかくの機会ですので CD などのグッズ販売も行ってお

りますのでぜひご家族の方にプレゼントということでご協

力いただければと思います。本日はどうぞ、よろしくお願い

します。 

 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇村松 孝保 君(S35.2.18) 

【夫人誕生祝】 

〇杉本 昭 君（久美子様）（2.24) 

 

 

 

 

 

 

第２７０５回 例会 平成２８年２月１８日（木）１８：００～  晴れ  
SongLeader  親睦活動委員会 曽根 広之 君 

            ♪君が代 ♪奉仕の理想 

Guest  焼津市長（焼津ロータリークラブ特別名誉会員） 

     中野 弘道（なかの ひろみち）様 

国際ロータリー第 2620 地区 静岡第 5 分区  

ガバナー補佐 満井 義政（みつい よしのり）様 

静岡ロータリークラブ会長 疋野 智男（ひきの ともお）様 

藤枝ロータリークラブ会長 森下 敏顯（もりした としのり）様 

シンガーソングライター Ｙｏｓｕ（ヨス）様 

 

Visitor   東京ロータリークラブ  青野 照一（あおの てるいち）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 



 

★スマイル報告 

①  焼津南ロータリークラブ 

会長 小梁 博治 様 

焼津ロータリークラブの皆様、創立 55 周年おめでと

うございます。本日は所用で出席出来なくて残念です。

スマイルさせて頂きます。 

②  薮崎 二三男 君 

クラブ創立 55 周年おめでとうございます。私は 10 年

後の入会でしたが、故人となられた先輩会員の夫々の

ことが残って居ります。せめて一年後の例会までは元

気で頑張りたいとスマイルします。 

 

★記念事業 

 
ご祝辞 
国際ロータリー第 2620 地区ガバナー 

野口 英一 様 

創立 55 周年、誠におめでとうございます。 

節目の年を迎えられて吉田会長、創立記念事業の実

行委員会の皆様が一丸となり素晴らしい式典が迎え

られているかと思われます。焼津ロータリークラブ

の今後益々のご発展と共に会員各位のご健勝を祈念

申し上げ祝辞とさせて頂きます。（一部抜粋） 

 

来賓御挨拶 

焼津市長           中野 弘道 様 

創立 55 周年記   

念例会の開催おめ  

でとうございます。 

焼津市を引張って頂 

ける重要な方々がお 

集まりのクラブにお 

けまして伝統とさら 

に未来を築上げても 

らえる大きな力に心より感謝申し上げます。 

本日はお招きありがとうございます。 

（一部抜粋） 

 

国際ロータリー第 2620 地区静岡第 5 分区  

ガバナー補佐 満井 義政様 

創立 55周年記念 

例会の開催おめで 

とうございます。 

この華やかな式典 

にお招きありがと 

うございます。そ 

のちょうど 55 年前 

の出来事や生活面 

をご紹介させて頂きます。焼津ロータリークラブ 

の今後益々のご発展と共に会員の皆様のご健勝 

を祈念申し上げあいさつとさせて頂きます。本日 

はありがとうございました。（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡ロータリークラブ会長 

疋野 智男 様 

創立 55 周年記念例会の

開催おめでとうございます。

この華やかな式典にお招き

ありがとうございます。焼

津ロータリークラブは

「様々人の御縁でつながっ

ている」という絆を大切に

しているクラブと聞いてお

ります。焼津ロータリークラブの更なるご発展とお祈り

してあいさつとさせて頂きます。本日はありがとうござ

いました。（一部抜粋） 

 

国際ロータリー第 2620 地区静岡第 5 分区満井ガバナー

補佐、静岡ロータリークラブ疋野会長、藤枝ロータリー

クラブ森下会長よりご祝儀を頂戴しております。この場

をお借りしてお礼とご報告をさせて頂きます。 

 

スライド上映  クラブ広報委員会 芳村 正樹 君 

乾杯                藤原 明 君 

食事・歓談  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   アトラクション 

   シンガーソングライター 「ｙｏｓｕ」様 

   ライブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング「手に手つないで」 

         親睦活動委員会 福﨑 正展 君 

 

閉会の挨拶       水野 康男 会長エレクト 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

1月28日 

M-UP 

確定 

出席率 

2月 18日 
51 

(51) 
39名 76.47% 2名 84.31% 

★メークアップ 
藁科 博伸 君 （焼津南ロータリークラブ） 

杉本 泰延 君 （予備理事会） 

 


