
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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★平成 28 年焼津ロータリークラブ  

善行賞、善行奨励賞表彰式 
（青少年奉仕委員会クラブフォーラム） 

 
①  開会の辞  青少年奉仕委員会 山竹 葉子 副委員長 

 

②  応募、選考経過報告 

  青少年奉仕委員会 塩川 彰 委員長 

 受賞された皆様おめでとうございます。 

 10 月 13 日焼津ロータリークラブ会長、幹事、青少年

奉仕委員会メンバーと校長会メンバーで審査させてい

ただきました。 

「善行賞」6 案件、「善行奨励賞」5 案件の受賞の運び

となりました。 

 

③  受賞者、受賞内容の紹介及び表彰状授与 

（敬称略） 

「善行賞」 

大井川中学校  ３年 黒田 真己 

大井川中学校  ３年 石田 千尋 

焼津中学校   ３年 鈴木 晴香 

焼津中学校   ３年 丸本 麗奈 

大井川東小学校 ６年 古川 来童 石川 彩華 

 山之内 櫻 

焼津中学校   ２年 松垣 太誠 中野 僚 

 小関 一矢 笹木 紅吾 

 

「善行賞奨励賞」 

焼津東小学校  ３年 橘 英希 

東益津中学校  ２年 二村 綾香 

東益津中学校  ２年 小松 龍遊雅 

小川中学校   ２年 原田 梨夏子 

大井川西小学校 ひまわり学級 児童５名 

 

 

 

 

 

 

 

④  会長祝辞 水野 康男 会長 

受賞された皆様おめでとうございます。 

これからも地域貢献、

人命救助、ボランティ

アなど優しい真っすぐ

な気持ちを持ち続けて

ほしいです。 

将来は世の中のために

なる人になってくださ

い。 

 

⑤  受賞者代表謝辞 大井川中学校 石田千尋さん 

中学 1 年生の春に青少

年人材ボランティア

バンクに登録し、今ま

で沢山の活動をして

きました。多くの人に

笑顔を与え、今日まで

成長してきました。 

今回善行賞に選ばれ

てうれしく思っています。 

今後にも活かしてたくさんの人を笑顔にしていきま

す。ありがとうございました。 

 

⑥  校長会代表挨拶 焼津中学校 校長 羽田明夫様 

このように素晴らしい

機会を与えてくれた焼

津ロータリークラブの

皆様に焼津市の教委を

携わる代表としてお礼

を申し上げます。 

受賞された皆様おめで

とうございます。 

 

⑦  閉会の辞  青少年奉仕委員会 山竹 葉子 副委員長 

 

 

 

 

第２７３９回 例会（青少年奉仕委員会クラブフォーラム善行賞表彰式） 

平成２８年１１月２４日（木）１８：００～１９：１５ 晴れ  
進行     幹事 村松 直行 君 

SongLeader  親睦活動委員会 村松 孝保 委員長 

            ♪それでこそロータリー 

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 



★幹事報告     幹事  村松 直行 君 

①次週の例会は年次総会となりますので皆様ご出席の

方、よろしくお願いします。 

②例会会場変更のご案内がきていますので回覧いたし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告・同好会その他報告 

親睦活動委員会 村松 孝保 委員長 

12月 18日（日曜日）焼津グランドホテルで開催するクリスマ

ス家族例会の御案内のチラシを配布しました。本日より出欠席

をとらせて頂いております。新会員メンバーはその際に「新会

員メンバー紹介」コーナーで本人並びにご家族をご紹介しま

す。アトラクションは２０歳代の女性のダンスチームがダンス

を披露します。大人から子供まで楽しめると思います。 

沢山の方の出席をお待ちしております。 

社会奉仕委員会 清水 誠一 委員長 

27 日（日曜日）、焼津市のビーチクリーン大作戦に参加しま

す。清掃場所は浜当目海岸で朝 8 時 30 分から１時間程度とな

ります。亀のトイレの付近に集合ください。クラブジャンバー

を着用でお願いします。お車で来られる方は大石訓永君のご厚

意でトマル水産本社を駐車場としてお借りすることが出来ま

したのでそちらまでお越しください。尚、雨天中止の場合は、

当日 7時以降でご出席を予定されている方には連絡します。 

ゴルフ同好会 福﨑 正展 君 

昨日 23 日（水曜日）に第 2 回焼津ロータリークラブゴルフコ

ンペが菊川カントリークラブで天候にも恵まれ楽しく開催す

る事ができました。優勝者からは改めてスマイルがあると思い

ます。次回は暖かくなる頃に開催させていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び   吉元 義久 君 
 

【本人誕生祝】 

豊島 恒之 君 (S51.11.25) 

藪崎 二三男 君 (T14.11.27) 

大石 博之 君 (S29.11.28) 

村松 直行 君 (S42.11.28) 

 

【結婚記念日】 

杉本 康延 君 (H8.11.30) 

 

【夫人誕生祝】 

寺岡 襄 君（あつ子様）(11.26) 

村田 昌弘 君 （悦子様）(11.27) 

曽根 広之 君 （雅子様）(11.27) 

 

【入会記念日】 

久野 匠一 君 (H1.11.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告   西野 了史 君 
 

近藤 吉典 君 

昨日開かれた焼津ロータリークラブのゴルフコンペで優

勝する事が出来ました。パートナーとハンデのおかげです。

会長エレクト、ノミニーと一緒の組でしたが、ゴルフをし

ているのか喋っているのかわからない一日でした。楽しい

一日をありがとうございました。 

 

 

村松 孝保 君 

11 月 23 日の焼津ロータリークラブゴルフコンペが開催さ

れましたが、ハンデに恵まれ準優勝させていただきました

のでスマイル致します。 

 

 

 

 

 

 
 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

11月10日 

M-UP 

確定 

出席率 

11月 24日 
54 

(53) 
39名 73.58% 2名 77.78% 

 

★メークアップ 
村松 孝保 君（地区大会 11/19分） 

奥川 将之 君（理事会） 

 

 

★小川中学校様に講師を派遣しました 

11月 14日、15 日の２日間、焼津市立小川中学校

様より教育活動の依頼があり、職業奉仕委員会事業とし

て会員の多々良匡君を講師として職業講話をお願いし

ました。1年生を対象に「命の大切さ・感 謝・幸せ」と

いうテーマで生き方について講話をしてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


