
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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★焼津神社参拝 
2016～2017 年度のスタートは焼津神社への参拝を行い

ました。茅の輪くぐり（ちのわくぐり）の後、ご祈祷を

受けてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★創立記念日乾杯  吉田 雄一 直前会長 

 

 

 

 

 

 

★直前会長・幹事よりバッジの引継及び記念品贈呈 

★記念アルバム贈呈 

吉田雄一直前会長より水野康男会長へ、鈴木啓央前年度

幹事より村松直行幹事にバッジの引継ぎを行いました。 

吉田雄一直前会長と鈴木啓央前年度幹事に記念品の贈

呈を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会長挨拶       水野 康男 会長 

 先ほど焼津神社に参拝し、

身の引き締まる思いでおり

ます。 

名誉ある焼津ロータリー

クラブの会長を一年間務め

させていただく水野です。 

どうぞ、よろしくお願いし

ます。 

 前年度ご尽力頂きました吉田雄一会長、鈴木啓央幹事、

各理事、委員長の皆様、本当にご苦労様でした。 

また、吉田会長は「会長挨拶は行いません。」と言いつつ

も月一回の挨拶をされ、話し出すとすぐには終わらないと

いう新発見をさせて頂きました。話の下手な私にとっては、

かなりのプレッシャーになっております。 

 さて、今年度はクラブ計画書の中に、「ロータリーを楽

しもう」と書かせてもらいました。15 年ほど前に幹事を務

めた時に、あるパスト会長が言っておられた「楽しくなけ

ればロータリーではない」の言葉を思い出しております。 

そんなことから昔のように楽しめるロータリーを目指して、

家族バス旅行を計画したいと思っております。 

 今年 1 年、村松直行幹事とともに、できる限り「楽しい

ロータリー」を実践していきたいと思っております。 

 また、来年度は松村友吉ガバナーを輩出することとなり、

事前準備が大変忙しくなります。来年 3 月にはＰＥＴＳ、4

月には地区研修協議会を開かなくてはなりません。 

 今年の地区研修協議会で来年度は焼津で開催すると大勢

の前で伝えてきましたので皆様のご協力の元、是が非でも

成功させたいと思います。 

 皆様には、クラブの事や地区の事と忙しい一年になりま

すが、よろしくお願い致します。 

簡単ではございますが、挨拶とさせて頂きます。 

第２７２２回 移動例会「焼津神社参拝」（例会場焼津商工会議所 2F） 

 平成２８年７月７日（木）１２：００～  晴れ  
SongLeader  親睦活動委員会 諸田 洋之 君 

            ♪君が代 ♪奉仕の理想 

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 



 

★幹事報告     幹事  村松 直行 君 

①次回 7 月第 2 例会は通常総会・ガバナー補佐訪問とな

っています。会場は四川飯店です。服装はクールビズ

で結構です。お間違えの無いようにお願いします。 

②クラブ計画書は 7 月 21 日の第 3 例会後に行うクラブ

協議会でも使用しますのでご持参してください。 

③本日の例会終了後、クラブ協議会を行いますのでその

ままご着席ください。 

 

★委員会報告・同好会報告 

親睦活動委員会 藤島 祥人 君 

7 月 28 日の納涼家族例会の案内を配付させていただきまし

た。次週より参加申込みを受付させていただきます。今年は豪

華料理とマジックショー、そして大抽選会で一等賞がペア温泉

旅行となっております。 

国際奉仕委員会 奥川 将之 委員長 

今年度の補助金事業として 7 月 30 日 AM10:00 より大井川公

民館にて多文化共生を考える焼津市民の会「いちご」様に 

水野会長から目録の贈呈と子供たちのお勉強会のお手伝いを

開催します。10 人以上の参加をお待ちしております。来週末

まで申し込みを受け付けております。 

青少年奉仕委員会 塩川 彰 委員長 

7 月 21 日（木）18 時 30 分より焼津グランドホテルにて「市

内小中学校の校長会と語る会」を開催します。理事の方と新会

員の方はご出席していただくことになっております。その他、

皆様のご参加をお待ちしております。会費は 6,000 円になりま

す。よろしくお願いします。 

SAA・親睦活動委員会 岡村 延昌 君 

7 月 16 日（土）18 時 30 分よりさんご寿司にて納涼家族例会

の打ち合わせとあわせて合同炉辺会合を開催します。メンバー

の方はよろしくお願いします。 

朝顔同好会 大石 訓永 君 

今年も 1F ロビーのところに朝顔を 60 鉢、用意させていただ

きました。欲しい方はお持ち帰りください。その際にお気持ち

があればスマイルの方をお願いします。 

ゴルフ同好会 福﨑 正展君 

今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す。 

集合は 9 時 30 分、場所は菊川カントリーとなります。 

辰巳さんで 18 時から懇親会も開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回クラブ協議会クラブ協議会 

（事業計画説明及び・就任挨拶） 

松村 友吉 ガバナーエレクト 

7 月に入り、ガバナー事務所を正式に開設致しました。 

静岡が正式事務所と焼津がサブ事務所となります。 

2 年間皆様のご支援をどうぞ、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

会長エレクト・クラブ管理運営委員会 

吉田典充 委員長 

各委員会を支援するよう 1 年頑張ります。よろしくお願

いします。 

 

会場監督・地区運営委員会   仲野 和則 委員長 

昨年同様に水野会長方針である「楽しいロータリー」を

元に毎回の例会の設営を心がけていきます。 

地区運営委員会としても頑張ってまいります。 

1 年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

直前会長・会員組織委員会   吉田 雄一 委員長 

会員増強委員会、職業分類委員会への支援、例会 100%

出席の表彰、新会員へのオリエンテーションを行ってま

いります。1 年間よろしくお願いします。 

 

クラブ広報委員会       芳村 正樹 委員長 

対外、内部向けの広報活動を行ってまいります。 

1 年間よろしくお願いします。 

 

社会奉仕委員会        清水 誠一 委員長

沢山の事業計画を予定しております。皆様のご協力と共

にがんばってまいります。1 年間よろしくお願いします。 

 

国際奉仕委員会        奥川 将之 委員長 

「未来の夢計画」として「いちごの会への補助金事業を

予定しております。国際交流事業考察も行ってまいりま

す。1 年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

6月16日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 7日 
50 

(49) 
45名 91.84% 6名 86.00% 

★メークアップ 
吉田 雄一 君 （理事会） 

岡村 延昌 君 （地区会員増強セミナー） 

福﨑 正展 君 （理事会） 

金丸 好孝 君 （地区会員増強セミナー） 

杉本 康延 君 （理事会） 

石田 江利子君 （委員会） 

 


