
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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★理事会報告    幹事  村松 直行 君 

①12 月の例会プログラムが承認されましたので皆様に

配布させていただきました。 

②クリスマス家族例会が承認されました。会場日時は、

12 月 18 日（日）17：30 より焼津グランドホテルで開

催します。11 月 24 日（木）の第 3 例会から出欠席を

取ります。ご出席の程よろしくお願いします。 

③職業訪問例会の件が承認されました。12 月 8 日（木）

の第 2例会はサッポロビール焼津工場に訪問例会とな

ります。 

④指名委員会より 2017-2018 年度の役員・理事候補者の

報告がありました。後ほど指名委員長よりご報告があ

ります。 

⑤青少年奉仕委員長より善行賞選考の報告がありまし

た。 

⑥地区運営委員長より地区大会の PRの報告がありまし

た。 

★幹事報告     幹事  村松 直行 君 

①次週の 11 月 17 日（木）の例会は 11 月 20 日（日）の

地区大会が例会となっているため休会となります。 

 お間違えないようにお願いします。 

②本日地区大会の集合時間のご案内をお配りしました。

また自家用車で会場に行く方は幹事の方までお申し

出ください。 

③例会会場の変更届を回覧します。 

④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 

青少年奉仕委員会 塩川 彰 委員長 

再来週の 11月 24日の第 3例会で善行賞の表彰式を開催します

ので、ご出席の程、よろしくお願いします。 

今年度は 11 の応募があり、6 件の善行賞と 5 件の善行賞の奨

励賞を選出しました。 

表彰式の際には皆様からの子ども達に温かい拍手を贈ってあ

げて頂きたいと思います。 

職業奉仕委員会 村田 昌弘 委員長 

11 月 1 日（火曜日）、杉本昭君に焼津市立豊田小学校 6 年生

を対象に職業講話を行って頂きました。ありがとうございまし

た。 

来週 11 月 14,15 日に多々良匡君に焼津市立小川中学校 1 年生

を対象に「生き方講話」を開催してもらいます。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

12 月 8 日ですが、職業訪問移動例会となります。今回は、吉

元工場長にお願いし、サッポロビール（株）静岡工場を見学さ

せて頂きます。お弁当の関係もありますので、本日より出欠席

を取らせていただいております。 

社会奉仕委員会 清水 誠一 委員長 

11月 27日（日曜日）の AM8時 30分から約１時間ですが、「焼

津ビーチクリーン大作戦」が開催されます。焼津ロータリーク

ラブも浜当目の海岸清掃という事で AM8 時 30 分を目安に亀ト

イレ前にお集まりください。今回も大石訓永君のご厚意により

トマル水産様の工場内に駐車場をお借りする事ができました。 

当日はクラブジャンパーを着用して参加ください。 

皆様の参加をお待ちしております。 

 

第２７３７回 例会（会場：焼津四川飯店） 

平成２８年１１月１０日（木）１２：３０～１３：３０ 曇り  
進行     幹事 村松 直行 君 

SongLeader  親睦活動委員会 石田 祐樹 君 

            ♪奉仕の理想 

４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 



 

★2017-2018 年度役員 

・理事指名報告   幹事  村松 直行 君 

 
指名委員会 水野康男会長 より次年度 役員・理事の 

指名報告を させていただきます。 

■役員 

会長       吉田 典充 君 

会長エレクト 浅原 博 君 

幹事       福﨑 正展 君 

会計       吉田 雄一 君 

直前会長    水野 康男 君 

 

 ■理事 

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   

 

以上となりますのでよろしくお願いします。 

12 月の総会にて承認をお願いしたいと思います。 

 

 

★会員のお慶び    吉元 義久 君 
 

【本人誕生祝】 

杉本 昭  君 (S21.11.17) 古希祝 

 

【結婚記念日】 

青島 直久 君 (S55.11.10) 

吉元 義久 君 (H4.11.15) 

杉本 昭  君 (S47.11.19) 

 

【夫人誕生祝】 

岡村 延昌 君（美根子様）(11.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告   石田 江利子 君 
 

藪崎 二三男 君 

11 月 2 日は妻の誕生日ということで立派なお花をありが

とうございました。別居中でしたのでカメラに収めて妻に

届けました。 

そして 5 日は私の焼津ロータリークラブ入会 45 周年の記

念日でした。さらに月末の 27 日には私の誕生日と重なり

ます。おかげさまで卒寿からの一年も元気で誕生日が迎え

られそうです。ありがとうのスマイルをさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

新会員卓話 
 

卓話者：吉元 義久 君 
 

今回は、自分の生い立ちと

いうことで、鹿児島で育った

事、学生時代の福岡の事、会

社に入社してからの事とい

うことで卓話を頂きました。 

 

 

地区大会の PR について  
  大石 訓永 君 

 
地区大会のＰＲについて説明をしました。 

 

 

職業講話 
 

11 月 1 日（火曜日）、杉本昭君に焼津市立豊田小学校 6 年

生を対象に職業講話を行ってきました。 

 
 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

10月20日 

M-UP 

確定 

出席率 

11月 10日 
54 

(54) 
40名 74.07% 3名 79.63% 

 

★メークアップ 
青島 直久 君（社会奉仕（ふれあい広場）） 

浅原 博 君（ガバナー補佐ミーティング） 

永田 貴三 君（社会奉仕（ふれあい広場）） 

 

 

★例会その他の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


