
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 
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★年次総会  議長 水野 康男 会長 

 
 

焼津ロータリークラブ細則第 3 条第 1 節により、水野康男会

長が議長に任命され同クラブ細則第 4 条第 1 節により、年次総

会を開会しました。 

 

１．定足数の確認 

村松直行幹事より会員総数 54 名 本日の出席者 45 名で 

 あり、焼津ロータリークラブ細則第 4 条第 4 節で定められた 

会員総数の 3 分の 1 を満たしておりますので、本総会が有効 

に成立しますことをご報告しました。 

 

２．第 1 号議案 

福﨑正展副幹事より 2017-18 年度の役員及び理事選任に 

ついて役員理事候補者の氏名を読上げ、議長が会場に可否を 

諮ったところ満場一致にて可決されました。 

★次年度の役員理事は以下の通りです。 

会長         吉田 典充 君 

会長エレクト     浅原 博  君 

幹事         福﨑 正展 君 

直前会長       水野 康男 君 

会計         吉田 雄一 君 

 

クラブ広報委員長   芳村 正樹 君 

ロータリー財団委員長 村松 孝保 君 

職業奉仕委員長    久保田 好一 君 

社会奉仕委員長    石田 江利子 君 

国際奉仕委員長    奥川 将之 君 

青少年奉仕委員長   山竹 葉子 君 

副幹事        清水 誠一 君 

地区運営委員長    仲野 和則 君 

 

３．会長エレクト挨拶 吉田 典充 君 

次年度の役員理事の承認ありがとうございました。 

一年間、頑張ってまいります。皆様の御協力ぜひともよろし 

くお願いします。 

 

 

 

４．すべての議案が無事可決承認されましたので以上をもち 

まして議長の座から降りさせて頂きます。スムーズなご審議 

ありがとうございました。 

 

５．副幹事からの連絡  福﨑 正展 君 

本例会終了後、臨時予備理事会を開催しますので、次年度役員

理事はお残りください。 

 

 

 

 

 

 

 

★理事会報告    幹事  村松 直行 君 

①2017 年 1 月の例会プログラムが承認されました。 

②ガバナーエレクト事務所スタッフ MAKE UP の件が承認

されました。 

③2018 年度地区協議会時の焼津文化センター使用料の 

クラブ立替えの件が承認されました。 

 

★幹事報告     幹事  村松 直行 君 

①次週例会は移動例会です。場所はサッポロビール焼津

工場です。お間違えないようにお願いします。 

②多々良匡君が小川中学校で「生き方講座」の講師を行

った件で、生徒さんよりお礼文が届いておりますので

回覧します。 

③先週の例会で行った善行賞の表彰式が新聞に掲載さ

れましたので回覧します。 

④会員名簿ができましたので皆様にお配りします。各自

引き出しをご確認ください。 

⑤他のロータリークラブの例会場変更通知を回覧し 

ます。 

 

 

第２７４０回 例会（年次総会） 

平成２８年１２月１日（木）１２：３０～１３：３０ 晴れ  
進行     幹事 村松 直行 君 

SongLeader  親睦活動委員会 西野 了史 君 

            ♪奉仕の理想 ♪津軽海峡冬景色 

四つのテスト 職業奉仕委員会 村田 昌弘 委員長 

会長テーマ 『ロータリーを楽しもう！』 

2016～2017年度 焼津ロータリークラブ 

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 



★委員会報告・同好会その他報告 

地区運営委員会 仲野 和則 委員長 

次回地区大会に向けて、大石訓永実行委員長中心に全員で頑張

って行かなければなりません。まずは関係者の方を集めて 12

月 2日 18時より「どんた久」で炉辺会合を開催します。 

関係者の方、よろしくお願いします。 

地区米山記念奨学委員会 多々良 浩吉 委員長 

11 月 27 日長泉町の米山記念館で第 2620 地区米山記念奨学委

員会が開催されました。奨学生に面接官から委嘱状が渡されま

した。焼津からは松村友吉ガバナーエレクト、倉嶋伸康次期地

区幹事、多々良匡委員長と私が参加しました。14 名の面接官

のうち焼津からは以上の 4名が選出されました。 

選ばれた奨学生により価値が変わると言われており、大きな責

任があります。皆様のご理解のほどよろしくお願いします。 

ガバナーエレクト事務所 倉嶋 伸康君 

来年度地区協議会の会場費について焼津ロータリークラブで

一旦立替え払いをして頂きました。来年 6月までにはお返しで

きると思います。よろしくお願いします。12月 3日、4日と会

議が開催されます。3日は諮問委員会が開催されます。夜は松

村友吉ガバナーエレクトの壮行会が開催されます。4日は次年

度ガバナー補佐、地区委員長を集めて会議が開催されます。ク

ラブの皆様にもご協力をお願いする事になりますが、よろしく

お願いします。本日、焼津サブ事務所でスタッフ会議を行いま

す。 

 

★2016-2017 表彰者報告 
  水野 康男 会長 

○30 年以上 100%出席正会員 

 藪崎 二三男 君 山中 一成 君 寺岡 襄 君 

○90 歳の正会員 

 藤原 明 君 

○親子の正会員 

 西野 了史 君 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び   吉元 義久 君 
 

【本人誕生祝】 

永田 貴三 君 (S47.12.3) 

吉田 雄一 君 (S22.12.4) 

 

【夫人誕生祝】 

村松 孝保 君（香代子様）(12.5) 

永田 貴三 君（明日香様）(12.5) 

 

【入会記念日】 

増田 泰久 君 (H25.12.5) 

 

【創立記念日】 

倉嶋 伸康 君 （株）倉嶋自動車商会(S22.12.1) 

村松 直行 君 ムラコ（株）(S51.12.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告   村松 英和 君 
 

久野 匠一 君 

お休みを頂き、エベレスト街道トレッキングに行ってき

ました。高山病も克服して、ヒマラヤの空気を吸い、感激

しました。 

杉本 昭 君 

先月の例会で誕生祝を頂き、早速その日から会社で使い始 

めました。あわせて「古希」のお祝いも頂きました。会社で  

は「へ～っ」そろそろ静かにしたらどう？」、家に帰っては 

何もなし！遠くにいる娘たちからも何もなし！昔通ったお 

店の女の子から２通のおざなりメールのみ！あらためてロ 

ータリークラブの暖かさを感じさせられ、感謝の気持ちを込 

めてスマイルさせて頂きます。 

水野 康男 君 

11 月 26 日の静岡新聞で善行賞、善行奨励賞の記事が掲載

されました。塩川委員長をはじめ青少年奉仕委員会の皆様

菜ご苦労様でした。賞状を書いていただきました大石訓永

さんには大変感謝しております。写真とは恐ろしいもので、

私の脳天のうすいのもしっかり写っておりました。 

塩川 彰 君 

先週、善行賞表彰式が開催されました。山竹葉子副委員長

はじめ近藤吉典委員、久保田好一委員、石田江利子委員に

説明から大変お世話になり、ありがとうございました。ま

た大石訓永君には 22 名分の賞状の内容を書いて頂きまし

た。次年度の引継ぎ案件でしっかりと伝えておきます。 

 

新会員卓話 

 
卓話者：石田 江利子 君 

 

子供の頃から以前勤務

されていた会社の事、現在

市議になるまでのエピソ

ードなど、これまでの生い

立ちをご紹介頂きました。

ありがとうございました。   

 

 

卓話者：曽根 広之 君 

 

子供の頃事や高校受検

の事、テニス、就職の事、

奥様とのなれそめなどを

ご紹介頂きました。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20日 

M-UP 

確定 

出席率 

12月 1日 
54 

(53) 
45名 84.91% 2名 70.37% 

 

★メークアップ 
山中 一成 君（焼津南ロータリークラブ） 

吉田 雄一 君（理事会） 


