
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 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  ：吉田 雄一     幹 事 ：鈴木 啓央 
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★国際ロータリー第 2620 地区からの 

委嘱状の伝達 

  

国際ロータリー第 2620 地区からの委嘱状が届いております

ので吉田雄一会長より伝達をお願い致します。 

 

・ガバナーエレクト、諮問委員会委員、危機管理委員会委員、 

研修委員会委員、表彰委員会委員 青少年交換小委員会委員 

                   松村 友吉 君 

・次期地区幹事、新会員研修小委員会委員 

 倉嶋 伸康 君 

・財務副委員長           槇田 堯 君 

・会計副委員長           藁科 博伸 君 

・社会奉仕委員会副委員長      青島 直久 君 

・青少年奉仕委員会副委員長     近藤 吉典 君 

・米山記念奨学委員会副委員長    多々良 浩吉 君 

・米山記念奨学委員会委員      多々良 匡 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ベネファクター、 

ポールハリスフェローの表彰伝達 
ロータリー財団委員会  松村 友吉 委員長  

 

ベネファクター           吉田 雄一 会長 

マルティプルポールハリスフェロー  久野 匠一 君 

ポールハリスフェロー＄1000 達成者 

 鈴木 啓央 君・大石 博之 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★幹事報告     幹事  鈴木 啓央 君 

・委員会の上半期報告は本日締切ですので、未提出の委

員長は今日中にお願いします。 

★委員会報告・同好会報告 

職業奉仕委員会 倉嶋 伸康 委員長 

・次回 1 月 21 日の例会は職場訪問例会となります。藤枝の明

治製菓様に訪問しますが、駐車場のスペースが少ないとのこと

ですので 11 時に焼津新港魚市場前の空き地に集合し、乗り合

わせで行きたいと思います。その後、藤枝四川飯店さんで食事

をし、明治製菓様に訪問します。よろしくお願いします。 

親睦活動委員会 福﨑 正展 副委員長 

・12 月 20 日（日曜日）クリスマス家族例会の方、多くの方の

ご出席ありがとうございました。スマイル委員会、ＳＡＡの皆

様のご協力、また景品の方も沢山方のご協力頂き、盛大に開催

することができました。ありがとうございました。 

御礼の報告をさせて頂きます。 

第２７０１回 例会 平成２８年１月１４日（木）１２：３０～  晴れ  
SongLeader  親睦活動委員会 福﨑 正展 君 

            ♪それでこそロータリー ♪焼津市民歌 

Guest  焼津市長 中野 弘道（なかの ひろみち）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 
【本人誕生祝】 

〇仲野 和則 君(S17.1.9) 

〇山中 一成 君(S12.1.20) 

〇石田 江利子 君(S45.1.21) 

【結婚記念日】 

〇藤島 祥人 君（H5.1.10) 

【夫人誕生祝】 

〇多々良 浩吉 君（陽子様）(1.15) 

〇倉嶋 伸康 君（利通子様）(1.22) 

【入会記念日】 

〇村松 直行 君（H24.1.12) 

〇金丸 好孝 君（H27.1.15) 

【創立記念日】 

〇多々良 浩吉 君長峰製茶(株)(S26.1.25) 

 

★スマイル報告 

 

①  薮崎 二三男 君 

卒寿で卒業でなく引き続いて焼津ロータリークラブ

皆様のお世話になります。よろしくお願いします。 

②  岡村 延昌 君 

昨年のクリスマス家族例会におきましては、お子様を

主体とした企画をさせていただき、屋台等での景品を

一杯お持ち帰りになったことと思います。また抽選会

におきましては、会員諸兄の絶大なるご寄附そして景

品の提供のお蔭で参加者全員に景品が行き渡ったか

と思います。ささやかではありますが、提供していた

だいた皆様には寸志をお返しさせていただきました。 

不手際も多々あったかと思いますが、ロータリーの友

情に免じてご容赦願えればと思います。 

ご協力いただいた会員諸兄とＳＡＡ委員会、スマイル

委員会、そして親睦活動委員会の皆様に厚く感謝申し

上げると共に、昨年末には交通安全関係記事や表彰状

を頂いたりと、新聞等に掲載されましたので、併せて

スマイルさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

③  池谷 和正 君 

ステキなクリスマスプレゼントありがとうございま

した。 

④  久保田 好一 君 

クリスマス例会の抽選会で最後の最後に孫が折りた

たみ自転車を当てました。ありがとうございます。今

年こそ良い年になると思います。 

⑤  藤島 祥人 君 

初めてクリスマス例会で高価な商品を頂き、家族共々

楽しく過ごせました。ありがとうございました。 

⑥  倉嶋 伸康 君 

クリスマス家族例会で掃除機が当たりました。参加し

た息子の嫁が前から欲しかった商品だったと大喜び

でした。有難うございました。 

⑦  多々良 匡 君 

クリスマス家族例会には運良く大型電気製品が当た

りました。早速有難く使用させて頂いております。 

 

 

⑧  浅原 博 君 

クリスマス家族例会でスファロスキーのネックレス

を頂きました。私は現物を見ていませんが、スマイル

致します。 

⑨  杉本 康延 君 

先日のクリスマス家族例会でキャディーバッグが当

たりました。ありがとうございました。しっかり練習

します。 

⑩  水野 康男 君 

クリスマス家族例会で磯自慢と商品券が当たりまし

た。磯自慢はすぐに私の胃の中に納まりました。あり

がとうございました。 

⑪  増田 一郎 君 

クリスマス家族例会で孫がジャンケン大会で優勝し、

ラジコンカーを頂きました。又、嫁がクジで急須とス

トールを頂きました。ありがとうございました。 

⑫  大石 訓永 君 

クリスマス家族例会の抽選で焼津グランドホテルの

ディナー券が当たりました。気持ちよくスマイルしま

す。 

⑬  吉田 典充 君 

クリスマス家族例会にて“サッポロビール”が当たり

ました。自分では飲みませんが、スマイル致します。

来年は自分が好きな物が当たるようにお願い致しま

す。 

⑭  石田 江利子 君 

クリスマス家族例会のビンゴ大会でサッポロビール

さんの美味しいビールを１ケース頂きました。ありが

とうございました。今年もよろしくお願い致します。 

 

 

★卓話 

卓話者:焼津市長 中野 弘道 様 

演題「焼津市政あれこれ」 

 

今回は、焼津ロータリークラ

ブの特別名誉会員でもありま

す中野弘道市長様の卓話です。 

今年は、「共」というスロー

ガンとのことです。「ふるさ

と納税」、「新庁舎の構想」

の事を中心にお話を頂きまし

た。それぞれわかりやすくご説明を頂き、ありがとうご

ざいました。 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

12月20日 

M-UP 

確定 

出席率 

1月 14日 
50 

(50) 
38名 76.00% 3名 88.00% 

★メークアップ 
久野 匠一 君 （理事会） 

鈴木 啓央 君 （理事会） 

藁科 博伸 君 （静岡東ロータリークラブ） 


