
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：水野 康男   幹 事：村松 直行 
                                            
会長エレクト:吉田 典充   副幹事：福﨑 正展 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★理事会報告    幹事  村松 直行 君 

①新会員候補者推薦の件が可決いたしました。対象の新

会員は清水銀行の岡田好史（おかだたかふみ）君です。 

入会申込書を掲示させて頂きます。本日より 7 日間、

異議申立てがある方は私幹事までお申し出ください。 

 

★幹事報告     幹事  村松 直行 君 

①高森亜紀さんのコンサートの無料招待券があります

ので行きたい方はお申し出ください。 

②例会会場変更のお知らせが届いていますので回覧い

たします。 

 

★幹事報告     副幹事  福﨑 正展 君 

①本日例会終了後、来年度の予備理事会を開催します。

来年度役員、理事の方は出席の方、よろしくお願いし

ます。 

 

★委員会報告・同好会その他報告 

グルメ同好会 青島 直久 君 

・明日 21日 18時より焼津市小浜の「鮪の御宿石上」さんで合

同の同好会を開催します。14 名のメンバーの方が参加とな

ります。よろしくお願い致します。 

・子供達を交通事故から守る「黄色の安全バッグ」を今

年も多くの企業の皆様のご協力ありがとうございま

した。 

ゴルフ同好会 福﨑 正展 君 

・3 月 19 日第 5 回目のゴルフ同好会を開催させていただきま

した。清水銀行の杉本様が異動との事で参加者から集金した

会費の一部を餞別代とさせていただきました。次回は 6月か

7月に予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★会員のお慶び   吉元 義久 君 
【本人誕生祝】 

村松 英和 君 (S46.4.21) 

村田 昌弘 君 (S33.4.22) 

大石 訓永 君 (S17.4.25) 

塩川 彰 君 (S41.4.26) 

藤島 祥人 君 (S42.4.26) 

 

【夫人誕生祝】 

中野 弘道 君（房子様）(4.21) 

吉元 義久 君（祐子様）(4.26) 

 

【入会記念日】 

杉本 昭 君 (H20.4.24) 

 

【創立記念日】 

浅原 博 君 （株）シンエー(H1.4.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２７５７回 例会（臨時総会） 

平成２９年４月２０日（木）１２：３０～１３：３０ 晴 
進行     幹事 村松 直行 君 

SongLeader  親睦活動委員会 中山 晃一 君 

            ♪我等の生業 ♪人生の並木路 

Guest    一般社団法人 焼津青年会議所 まちづくり委員会 

 委員長  柴田 亜己 （しばた あゆみ）様 

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 



★スマイル報告  石田 江利子 君 
 

藪崎 二三男 君 

12 日朝食を済ませた後に下血に気がつき、かかりつ

け医で焼津市立病院の緊急外来を紹介され、直ちに

腸の検査をしました。その後、４日間点滴での生活

でした。16 日の日曜の朝から重湯（おもゆ）でした

が、徐々に重みのある食事に変わり、今週一杯で退

院できると思いましたが、もう１週間延びそうです。 

ご心配をおかけしましたのでスマイルします。 

 
橋本 喜史 君 

先日行われました焼津みなとマラソン大会は今年

も 12,000 人のランナーが参加頂き、事故もなく無

事に終わることができました。また、当クラブから

も協力いただき、誠にありがとうございました。 

スマイルに協力させていただきます。 

 

青島 直久 君 

子供達を交通事故から守る「黄色の安全バッグ」を

今年も多くの企業の皆様のご協力のお陰で新入学

児童 1200 名全員に贈る事ができました。ロータリ

ークラブの多くのメンバーの皆様にもロータリー

の友情でご協力いただきまして心から感謝申し上

げます。ありがとうございました。 

 
石田 江利子 君 

昨日の朝刊で「ももいろ食堂」の記事を掲載して頂

きました。焼津初の“こども食堂”の一歩を踏み出

す事で市民の多くの皆様にご賛同頂けたらうれし

いです。 

 

 

 

 

 

 

★臨時総会  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、臨時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 42 名で 

あり、焼津ロータリークラブ 

細則第 4 条第 3 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 焼津ロータリークラブ細則改正に関する件 

【細則改正項目】 

第 8 条 委員会 

（改正前）クラブ広報委員会 

（改正後）公共イメージ向上委員会  

第 15 条 改正 

（改正前）但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なく 

とも 10 日前に各会員に郵送されなければならない。 

 （改正後）但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なく 

とも 10 日前に各会員に書面による通知をおこなわなけ 

ればならない。 

 

３．第 1 号議案に関しまして、ご意見ご質問はございま 

すでしょうか。 

無いようでしたら採決に移りたいと思いますが、い 

かがでしょうか。それでは採決に移りたいと思いま 

す。 

それでは挙手を持って採決とさせていただきます。 

満場一致をもちまして可決とさせていただきます。 

 

以上をもちまして本総会の議案が終了しましたので、議

長の座を下ろさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

 

プログラム委員会企画（食事） 
 

「焼津力検定」 

 

ききまぐろ、ききはんべ あなたに違いが判るか？と 

いうことでランチとして地元のまぐろのお刺身、黒は 

んぺんを用意させていただきました。 

テーブルごとに回答用紙に記入いただきます。 

優勝はＤチームでした。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

4月6日 

M-UP 

確定 

出席率 

4月 20日 
54 

(52) 
42名 80.77% 16名 98.15% 

 

★メークアップ 
藤原 明 君 （静岡ロータリークラブ） 

槇田 堯 君 （地区研修・協議会手伝い） 

鈴木 啓央 君（地区研修・協議会手伝い） 

大石 博之 君（地区研修・協議会手伝い） 

杉本 昭 君 （地区研修・協議会手伝い） 

吉田 典充 君（地区研修・協議会） 

村松 英和 君（地区研修・協議会手伝い） 

山竹 葉子 君（地区研修・協議会） 

塩川 彰 君 （地区研修・協議会手伝い） 

中山 晃一 君（地区研修・協議会手伝い） 

池谷 和正 君（地区研修・協議会手伝い） 

藤島 祥人 君（地区研修・協議会手伝い） 

永田 貴三 君（地区研修・協議会） 

西野 了史 君（地区研修・協議会） 

石田 祐樹 君（地区研修・協議会手伝い） 

佐藤 秀裕 君（地区研修・協議会手伝い） 


