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平成 27 年焼津ロータリークラブ 

善行賞、善行奨励賞表彰式 
 

①  開会の辞 

 青少年奉仕委員会 奥川 将之 副委員長 

 

②  応募、選考経過報告 

 青少年奉仕委員会 大石 訓永 委員長 

受賞された皆様おめ

でとうございます。 

この「善行賞」は焼

津ロータリークラブ

創立 50 周年記念事

業の一環として企画

され、今年で 5 年継

続事業としてスタートしたのですが、校長会の

方からこの事業をぜひとも継続してほしいとの

要望を頂き、今回も実施させて頂きました。 

 

③  受賞者、受賞内容の紹介及び表彰状授与 

  

【善行賞受賞者】 

豊田小学校 4 年 

   大石雄生君、神尾煉仁君、松永尚也君 

 

 

 

 

 

 

 

 

大村中学校 3 年  塩沢こころさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒石小学校 6 年 

 浦田佑菜さん、久保山菜未さん 

 

 

 

 

 

 

 

焼津中学校 3 年  

大橋茉由さん、杉山日紀さん、鈴木菜緒さん、 

寺尾慧音さん、廣石花音さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

大井川中学校 3 年   徳山星哉君 

 

 

 

 

 

 

 

 

【善行奨励賞受賞者】 

受賞された学校及び児童・生徒様のご紹介です。 

東益津中学校 3 年 

 村松桂音さん、弓取碧生さん、藁科響子さん、 

大畑碧海さん、村松萌花さん、 

小林花那美さん、望月麻里奈さん 

中里、岡当目子供会 

焼津東小学校 

大富中学校福祉専門員会 

大井川東小学校 2 年 河村康生君 

 

第２６９６回 夜間例会（善行賞表彰式） 

 平成２７年１１月２６日（木）１８：００～  晴れ  
SongLeader  親睦活動委員会 岡村 延昌 委員長 

            ♪手に手つないで 

Guest  焼津市立小川中学校校長 大石 哲郎（おおいし てつろう）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 



 

 

 

 

 

 

 

 

④  会長祝辞     吉田 雄一 会長 

受賞された皆様おめでと 

うございます。 

今、学校ではいじめなど    

が問題になっているとき 

に受賞されたみなさんの 

人命救助やボランティア 

などの行動は表彰に値す 

るものだと感じます。大人になっても今の気持ちを 

忘れずに続けてほしいと思います。そして日本の国 

を良くしてください。 

 

⑤  受賞者代表謝辞 大村中学校 塩沢こころさん 

このような賞を頂き、

本当にありがとうござ

います。中学校に入学

し、将来の事を考える

ようになり、今の自分

に出来る事からという

ことでボランティア活

動を行うようになりました。 

このような活動を将来に役に立てようと思います。 

代表として御礼の挨拶とさせて頂きます。 

 

⑥  校長会代表挨拶    小川中学校 大石哲郎校長様 

このような機会を頂き、

多くの子供達を認め励ま

して頂いたことを感謝申

し上げます。 

受賞された皆様おめでと 

うございます。人は認め 

られて育つものです。こ 

れからもこのような活動 

を広めて行ってほしいと思います。 

 

⑦  閉会の辞 

 青少年奉仕委員会 奥川 将之 副委員長 

 

 

 

 

 
 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇薮崎 二三男 君(T14.11.27) 

〇大石 博之 君(S29.11.28) 

〇村松 直行 君(S42.11.28) 

【結婚記念日】 

〇杉本 康延 君(H8.11.30) 

【夫人誕生祝】 

〇寺岡 襄 君（あつ子様）(11.26) 

〇村田 昌弘 君（悦子様）(11.27) 

〇曽根 広之 君（雅子様）(11.27) 

【入会記念日】 

〇久野 匠一 君(H1.11.30) 

 

【創立記念日】 

〇倉嶋 伸康 君(株)倉嶋自動車商会(S22.12.1) 

〇村松 直行 君ムラコ(株)(S51.12.2) 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 

①  薮崎 二三男 君 

先週の例会でこのたびクラブの推薦のお蔭で 30 年以

上皆出席の表彰状並びにご褒美に高級ワインを頂戴

し心から感激しております。健康で出席を重ねられた

こと、ロータリーが好き、そして会員の皆さんと毎週

会える例会が楽しみ、そうした焼津ロータリークラブ

の魅力があったからだと思います。尚、ご褒美のワイ

ンは嫁さんの一言で私の誕生日でなく新年元旦に家

族揃っての乾杯の席の祝杯と決められました。 

②  村田 昌弘 君 

先週の 19 日に静岡県優秀技能者として県知事表彰を

受けてきました。これまでの職業奉仕活動に対しての

ご褒美だと思い、今まで支えてくれた皆様に感謝して

おります。これに満足することなくこれからも精進し

ていきたいと思います。 

③  吉田 雄一 君 

前回の 11 月 19 日の例会にのっぴきならない用事が発

生して 10 分位遅れてしまいました。表彰の伝達や地

区大会の報告をしたかったのですが、できなく水野会

長エレクトに代行してもらいました。誠に申し訳あり

ませんでした。お詫びのしるしとしてスマイルさせて

頂きます。 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

11月12日 

M-UP 

確定 

出席率 

11月 26日 
50 

(49) 
34名 69.39% 15名 76.60% 

 

★メークアップ 
藤原 明 君  （焼津南ロータリークラブ） 

薮崎 二三男 君（焼津南ロータリークラブ） 

山中 一成 君 （焼津南ロータリークラブ） 

大石 訓永 君 （地区大会） 

吉田 雄一 君 （地区大会） 

仲野 和則 君 （オリエンテーション） 

多々良 匡 君 （職業奉仕） 

村松 孝保 君 （オリエンテーション） 

鈴木 啓央 君 （オリエンテーション） 

松岡 好子 君 （焼津南ロータリークラブ） 

塩川 彰  君 （地区大会） 

藁科 博伸 君 （焼津南ロータリークラブ） 

杉本 康延 君 （オリエンテーション） 

藤島 祥人 君 （オリエンテーション） 

小原 照光 君 （オリエンテーション） 


