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★会長挨拶      吉田 雄一 会長 

今日は 10 月 1 日で

す。平成 27 年 10 月か

ら社会保障・税番号

（マイナンバー）制度

によって、住民票を有

するすべての個人と

すべての法人に対し

て番号が付けられま

す。その郵送が本日から各人に順次配送されます。そ

して平成 28 年 1 月からこれらの番号の利用が一斉に

始まります。 

マイナンバー制度の目的は、「行政運営の効率化」

や「国民の利便性の向上」「公正、公平な社会の実現」

などとされていますが、個人番号の漏えいや不正利用

によって国民の権利と利益が損なわれるようなこと

があってはなりません。そのため、マイナンバーを取

り扱う企業には厳重な安全管理のための法律に従っ

た対応が求められます。 

会員の皆様の会社にも大いに関係があるものと思

います。すでに準備は万全という会社もあると思われ

ますが、従業員の皆様への周知等や番号の取得、その

安全管理等、会社としていろいろとやらなくてはなら

ないことがあります。面倒ではありますが、いよいよ

マイナンバー制度が動き出します。 

 

★委員会報告・同好会報告 

社会奉仕委員会 大石 博之 委員長 

・10月 11日（日）「ふれあい広場」が開催されます。沢山の

方から寄付金を頂き誠にありがとうございます。当日ですが、

社会奉仕委員会メンバーは 8時 30分集合となります。その他

の参加頂ける方は 9時 30分にお集まりください。尚、お昼の

お弁当のご用意させて頂きますので事前にご連絡をくださ

い。この 2,3 ケ月の間に入会された新会員の皆様はできれば

参加をお願いしたいです。皆様から頂きました寄付金はポニ

ーの子供乗馬のレンタル代、スタンプラリー、残りは社会福

祉協議会さんに寄付をさせていただきます。 

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 

・第 1 回、第 2 回、第 1 回臨時、第 2 回臨時、第 3 回、

第 3 回臨時理事会の議事録が承認されました。 

・松村ガバナー年度地区副幹事に深沢英雄君、伊東良洋

君、塩川彰君、村田昌弘君、山竹葉子君、池谷和正君

が選任されました。 

・次年度地区財務副委員長に槇田堯君、会計（副）に藁

科博伸君、社会奉仕副委員長に青島直久君,青少年奉

仕副委員長に近藤吉典君、米山記念奨学副委員長に伊

佐公友君が選任されました。 

・11 月 12 日の第 2 例会を、藤沢市のサスティナブル ス

マートタウン視察の移動例会とすることが承認され

ました。 

・11 月の例会プログラムが承認されました。 

・事務局員雇用契約書及び就業規則の一部変更し、退職

金規程を定めることが承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

10月1日 

M-UP 

確定 

出席率 

10月 1日 
50 

(49) 
41名 83.67 0名 79.17% 

 

第２６８９回 例会  平成２７年１０月１日（木）１２：３０～ 雨  
SongLeader  親睦活動委員会 岡村 延昌 委員長 

            ♪奉仕の理想 

Guest  ハープ奏者     斉藤充子（さいとう あつこ）様 

４つのテスト 職業奉仕委員会 村松 英和 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 



★新会員入会式 
１．新会員紹介 会員増強委員長 清水誠一 君 

永田貴三君、曽根広之君の入会式を行います。 

皆様どうぞ、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．バッジ・4 つのテスト贈呈 吉田 雄一 会長 

３．援助会員の指名 

ロータリー情報委員会 村松 孝保 君 

サポートをする援助会員として 

 永田貴三君を岡村延昌君、曽根広之君を村松直行君、 

をそれぞれ指名させて頂きます。 

４．職業分類・所属委員会について  

幹事 鈴木啓央 君 

永田貴三君の職業分類はとび・土木工事業、曽根広之

君の職業分類は印刷業、所属委員会は、２名等も会場

監督及び親睦活動委員会となります。 

５．新会員挨拶 

            永田 貴三 君 

こんにちは、永田貴三です。このたびは焼津ロータリ

ークラブに入会できたことをたいへんうれしく思っ

ております。皆様のご指導、ご鞭撻を頂き、成長して

いきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 

            曽根 広之 君 

こんにちは、曽根広之です。日頃から焼津にかかわる

事が機会が多くなり、色々な方からご指導を頂いてお

りますが、焼津ロータリークラブに入会し、更に学べ

る機会が増えると思います。皆様のご指導、どうぞ、

よろしくお願いします。 

 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇寺岡 襄 君 (S2.10.1)※米寿のお祝い 

〇増田 泰久 君(S23.10.1) 

【結婚記念日】 

〇増田 泰久 君 (S53.10.3) 

〇多々良 浩吉 君(S38.10.6) 

【入会記念日】 

〇久保田 好一 君(S51.10.1) 

〇福崎 正展 君 (H24.10.4) 

〇大石 博之 君 (H17.10.6) 

〇岡村 延昌 君 (H16.10.7) 

【創立記念日】 

〇大石 訓永 君 (株)トマル水産(S55.10.1) 

〇吉田 典充 君 静岡牛乳(協)(H9.10.1) 

〇仲本 滋哉 君  

サッポロビール(株)静岡工場(S54.10.1) 

〇池谷 和正 君 (株)薫華(H22.10.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 

①  寺岡 襄 君 

ここまで長寿するとは思いませんでした。皆様の厚情

に感謝してスマイル致します。 

②  清水 誠一 君 

新会員曽根広之君、永田貴三君の入会を歓迎いたしま

す。 

③  薮崎 二三男 君 

入院のため二週クラブの例会を欠席しました。今日は

皆さんに会えることで心をはずませて居りました。お

蔭様で軽い肺炎も早めに入院を決断してよかったと

思います。このたびの入院で私ははじめて一週間ほど

のリハビリテーションがこれからの健康日課に役立

つことでとてもよかったと思います。卒寿誕生日まで

二ケ月、一日一日を大切に明るい元気で頑張ります。 

先ずは退院の嬉しい気持ちでスマイルします。 

④  岡村 延昌 君 

曽根広之君と永田貴三君の入会を歓迎いたします。 

⑤  奥川 将之 君 

本日 18 時 15 分より第一テレビで放映されるエブリデ

ィというニュース番組の中で我が家の次女が所属す

る日本大学女子硬式野球部が紹介されます。 

どのような内容かわかりません。まだまだマイナーな

女子野球ですが、今後も応援よろしくお願いします。 

余談ですが、もしかしたら私のコメントもオンエアー

されるかもしれません。 

 

★卓話 

卓話者:  

ハープ奏者 斉藤充子（さいとう あつこ）様 

演題：「ハープの音色で癒しのひとときを」   

 

ランチ後のひと時、ハープ

の奏でる音色を演奏してい

ただきました。 

ありがとうございました。 

 

 
★第３７回焼津天満宮書道展表彰式の様子 

 
9 月 27 日第 37 回焼津天

満宮書道展表彰式の写真

を送ります。大石訓永青少

年奉仕委員会委員長に出

席して頂き、焼津ロータリ

ークラブ賞を受賞者に渡

して貰いました。 

 

 
 

 

 

 


