
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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★会長挨拶       水野 康男 会長 

本日は国際ロータリーク

ラブ第 2620 地区静岡第 5

分区の朝比奈潔ガバナー補

佐をお迎えしての例会とな

ります。 

朝比奈ガバナー補佐は藤

枝南ロータリークラブに在

籍しており、ロータリーク

ラブ歴も長く、経験豊富なお話が伺えるのではないかと思

っております。後ほど地区の方針、分区の方針等のお話を

頂ける事になっております。よろしくお願い致します。 

また、皆様には最後に年次総会で決算及び予算の承認を

頂かなくてはなりません。慌ただしい例会になりますが、

よろしくお付き合いください。 

 

★幹事報告     幹事  村松 直行 君 

①来週の 7 月第 3 例会でクラブ計画書を例会資料として

使用しますので、必ず持参してきてください。 

②次回例会より会場が焼津グランドホテルとなります

のでお間違えないようにお願いします。 

③例会変更通知の回覧をさせて頂きます。 

④多々良匡君がこのたび中国敦煌に旅行されました。 

その旅行の様子の写真アルバムを回覧させて頂きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告・同好会報告 

親睦活動委員会 村松 孝保 委員長 

7 月 28 日の納涼家族例会を行います。場所は焼津サッポロビ

ール静岡工場ビール園で時間は 18時からとなります。 

納涼会の前に例会を行います。 

会費ですが、会員の皆様は無料となります。 

現在 50 名ほど参加いただけるとのことですが、まだまだ参加

募集中ですので、よろしくお願いします。 

SAA・親睦活動委員会 岡村 延昌 君 

会場監督、親睦活動委員会、新会員による合同炉辺会合を 7

月 16 日（土）18 時 30 分よりさんご寿司にて開催します。メ

ンバーの方はご出席をよろしくお願いします。 

地区特別準備委員会 倉嶋 伸康 君 

本日 14 時からスタッフ会議を焼津のサブ事務所の方で行いま

す。副幹事、地区大会実行委員会、財務委員長、会計の方のご

参加をお願いします。 

前年度広報委員会文献担当 伊東 良洋 君 

昨年度の活動アルバムを制作しました。回覧します。 

普段は事務局の書棚に保管してあります。ご覧になりたい方は

事務局の方でご覧ください。 

本日、事前に希望された方に写真を配布させていただきまし

た。尚他の写真はクラウド上に保管してあります。 

閲覧方法、ダウンロード方法が書かれた説明書をお渡しさせて

いただきました。 

ゴルフ同好会 福﨑 正展君 

先週の土曜日に本年度第 1 回目のゴルフコンペを開催しまし

た。土砂降りの中でした皆様と楽しくプレーすることができ 

ありがとうございました。 

 

★その他報告    吉元 義久 君 

今年も「静岡麦酒」が数量限定で発売されることになり

ました。発売を記念し、皆様に１本ずつですが、お配

りさせて頂きました。市場でも販売しておりますの

で、ぜひ皆様ご購入のほど、よろしくお願いします。 

第２７２３回 例会（例会場：四川飯店） 

 平成２８年７月１４日（木）１２：３０～  晴れ  
SongLeader  親睦活動委員会 吉元 義久 君 

            ♪それでこそロータリー  ♪四季のうた 

Guest     国際ロータリークラブ第２６２０地区静岡第５分区 

ガバナー補佐  朝比奈 潔（あさひな きよし）君 

事務局長    渡邊 芳隆（わたなべ よしたか）君 

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 



 

★会員のお慶び 
【本人誕生祝】 

〇中山 晃一 君(S39.7.11) 

〇増田 一郎 君(S23.7.17) 

【結婚記念日】 

〇西野 了史 君（H10.7.19) 

【夫人誕生祝】 

〇浅原 博  君（秀子様）(7.3) 

〇伊東 良洋 君（孝子様）(7.8) 

〇吉田 雄一 君（あい子様）(7.13) 

【入会記念日】 

〇多々良 匡 君（H4.7.2) 

〇池谷 和正 君（H27.7.2) 

〇石田 江利子君（H27.7.2) 

〇鈴木 啓央 君（H17.7.7) 

〇清水 誠一 君（H23.7.7) 

〇村田 昌弘 君（H23.7.7) 

〇吉田 典充 君（H23.7.7) 

〇奥川 将之 君（H21.7.9) 

〇藤原 明  君（S35.7.11) 

〇村松 孝保 君（H13.7.12) 

〇水野 康男 君（H7.7.13) 

【創立記念日】 

〇寺岡 襄  君 磯自慢酒造(株)(H2.7.1) 

〇芳村 正樹 君 (株)サンロフト (S43.7.1) 

〇杉本 康延 君 (株)清水銀行 (S3.7.1) 

〇藤島 祥人 君 ゼンセイ(株)(H25.7.5) 

〇村松 英和 君 魚市静岡魚市(株)(S50.7.11) 

〇石田 祐樹 君 (株)藤枝ＭＹＦＣ(H21.7.15) 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 
 

松村 友吉 君   倉嶋 伸康 君 

いよいよガバナーエレクト事務所を開設し、静岡と 

焼津に正式の居場所ができました。ほぼ本番突入で 

すが、これからも焼津ロータリークラブの力強いバ 

ックアップをお願いします。 

 

曽根 広之 君   金丸 好孝 君 

焼津商工会議所青年部会長の曽根です。チラシを配 

らせていただきましたが、7 月 27 日（水）に未来工 

業の社長様の講演会を開催します。 

日本一社員が幸せな会社になる秘訣が聞けます。ぜ 

ひ、ご参加頂きたくスマイルさせて頂きます。 

 

近藤 吉典 君 

この度、本社を一色より西小川に移転しました。 

通常業務と並行しながらの移転ですので、落ち着く 

にはもう少し時間が掛かりそうです。基地局の関係 

で、電話番号も変更になりました。新しい番号は 

621-3000 です。くれぐれも代行運転と間違えないよ 

うにお願いします。これからもよろしくお願いしま 

す。 

 

吉田 典充 君 

平成 28 年 7 月 1 日の日本経済新聞県内版朝刊にお 

いて、静岡牛乳協同組合及び県内 3 業者の県内統一 

牛乳ブランドの記事が掲載されました。 

また、7 月 4 日（月）18 時の NHK 県内版にも当組合 

が取り上げられました。 

今後の TTP問題を考えて業者間の競争でなく連帯を 

思考したものです。これは、全国初の試みであるこ 

とが掲載された理由です。 

統一ブランド名は「みるしず」と言います。10 月以

降に店頭等に並びますので当クラブメンバーの「富

士屋」にてお買い求めお願い申し上げます。 

 

村松 英和 君 

一年間スマイル委員長として全力で職務を全うし 

てまいります。皆様のご協力よろしくお願いします。 

 

※その他のスマイル報告については、次回会報にて報

告させていただきます。 

 

★新会員入会式 
１．新会員紹介 

それぞれのスポンサーから紹介されました。 

八木利樹君 スポンサー 久野匠一君 

西野了史君 スポンサー 岡村延昌君 

豊島恒之君 スポンサー 仲野和則君 

石田祐樹君 スポンサー 岡村延昌君 

 

２．バッジ・4 つのテスト贈呈  

国際ロータリークラブ第 2620 地区 

静岡第 5 分区 ガバナー補佐  朝比奈 潔 様 

 

３．援助会員の指名 

ロータリー情報委員会 仲野 和則 君 

サポートをする援助会員として八木利樹君を久野 

匠一君、西野了史君と石田祐樹君を岡村延昌君、 

豊島恒之君を仲野和則君、それぞれを指名させてい 

ただきます。 

 

４．職業分類・所属委員会について 

幹事 村松直行 君 

八木利樹君の職業分類は地方銀行、所属委員会は、会

場監督及び会員増強委員会となります。 

西野了史君の職業分類は電気工事、所属委員会は親睦 

活動委員会及びスマイル委員会となります。 

豊島恒之君の職業分類は土木建築、所属委員会は会場 

監督および親睦活動委員会となります。 

石田祐樹君の職業分類はプロサッカークラブ、所属委 

員会は会場監督および親睦活動委員会となります。 

 

５．新会員挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

八木 利樹 君    西野 了史 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

   豊島 恒之 君    石田 祐樹 君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー補佐挨拶 
国際ロータリークラブ第 2620 地区 

静岡第 5 分区 ガバナー補佐  朝比奈 潔 君 

 

静岡第 5 分区ガバナー

補佐の朝比奈です。 

どうぞ、よろしくお願い

します。 

四半期ごとに各ロータ 

リークラブの方に一度ず

つ報告するという責務が

あり、本日、この焼津ロータリークラブさんが初めての

訪問となります。 

 ガバナー補佐として今回の役割はＩＭの開催とガバ

ナー方針の伝達活動が主になります。 

こちらの事についてお話をさせて頂きます。 

 この地区の目標として 10 項目を掲げており、そのう

ちの重点項目である 4 項目について説明をさせていただ

きます。 

①会員増強 

②ロータリー財団の寄付、地区の補助金の活用 

③ポリオ撲滅活動 

④来年アメリカアトランタで開催させる 

世界大会への参加 

本年度もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★通常総会         議長 水野 康男 君 

 

決算・監査報告・予算（案）の審議について 

 

☆定足数の確認・・・会員総数 54 名 本日出席者数 46

名で細則の 3 分の 1 を満たす出席により本会議が有効に

成立することが村松幹事より報告されました。 

 

☆第１号議案 

 ・前年度会計の浅原博君が前年度決算報告を行いまし 

た。 

 ・前年度会計監査の杉本康延君によって適正に会計処 

理処理されたことを報告しました。 

 

☆第２号議案 

・本年度予算案が杉本康延会計理事により会員に対して 

説明されました。 

水野議長がそれぞれの議案の可否を会員に諮ったと 

ころ満場一致にて可決承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

6月23日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 14日 
54 

(54) 
46名 85.19% 2名 86.00% 

 

★メークアップ 
藤原 明 君 （静岡南ロータリークラブ） 

松岡 好子君 （藤枝南ロータリークラブ） 

 

 


