
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★幹事報告     幹事  村松 直行 君 

①来週の本年度最終例会は 18 時開会、会場は四川飯店

です。お間違え無いようにお願いします。 

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。 

 

★国際ロータリーアトランタ大会報告 
   吉田  典充 会長エレクト 

の 6 月 10 日から 6 月

14 日までアトランタで

開催された国際ロータリ

ー大会に、焼津ロータリ

ークラブから松村友吉ガ

バナーエレクト、岡村延

昌君、福﨑正展君、そし

て自分（吉田典充）の 4

名で参加してきました。その報告をさせていただきます。 

6 月 10 日は成田→ダラス→アトランタ 計 13 時間 45

分飛行機での移動となりました。到着後アトランタ空港

にて事前登録を行い、国際ロータリー大会会議出席時間

は翌日 15:30 に決定しました。宿泊はヒルトンガーデン

ホテルでした。夜は焼津ナイトを４名で楽しみました。 

 

6 月 11 日、午前はコカコーラの展示場やアトランタブ

レーブススタジアムを見学しました。午後からジョージ

アワールドコングレスセンターにて国際ロータリー大

会開会式及び国際ロータリー会長のジョン・Ｆ。ジャム

氏のテーマである「人類に奉仕するロータリー」につい

ての総括講演を聞いておりました。その後に 2620 地区

の登録依頼書を提出しました。夜は生子ガバナーを囲む

会に出席しました。甲府地区 8 名、浜北地区 9 名、焼津

4 名他、前島富士宮ガバナー補佐、小原長泉 RC 幹事等、

計 29 名が出席され、その際に来年度のトロント会議へ

の出席依頼をさせて頂きました。 

 

6 月 12 日は総勢 80 名が参加されたオプションツアー

に参加しました。ストーンマウンテン公園などを観光し

ておりました。 

 

諏訪広島 RC パストガバナーや東京中央 RC の村松様と

も交流を深めました。夜は焼津ナイトを再びに開催し、

友情を深めることができました。 

 

6月 13日はアトランタ→シカゴ→成田と飛行機にて移

動し、帰国しました。 

 

有意義な４日間となります。来年度はカナダトロント

での開催になります。焼津ロータリークラブからの沢山

のご参加をお待ちして報告とさせていただきます。 

 

★会員のお慶び   佐藤 秀裕 君 
 

【本人誕生祝】 

倉嶋 伸康 君 (S19.6.16) 

吉田 典充 君 (S28.6.27) 

 

【夫人誕生祝】 

松村 友吉 君（友子様） (6.21) 

池谷 和正 君（李沙様） (6.28) 

中山 晃一 君（幸代様） (6.29) 

 

【創立記念日】 

岡村 延昌 君 岡村建設工業（株）(S42.6.15) 

八木 利樹 君 焼津信用金庫   (M41.6.23) 

 

 

 

第２７６４回 例会 クラブフォーラム（委員会事業報告＆退任の挨拶②） 

平成２９年６月１５日（木）１２：３０～１３：３０ 晴 
進行     幹事 村松 直行 君 

SongLeader  親睦活動委員会 諸田 洋之 君 

            ♪我らの生業  ♪今、潮騒のまちへ．．． 

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   佐藤 秀裕 君 
 

吉田 典充 君 

一年間大変お世話になりました。親睦活動・プログ

ラム・スイマイル委員会におきましては、当初計画

が達成できたことに感謝しております。 

 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラム 

「委員会事業報告及び退任の挨拶②」 
 

■親睦活動委員会    村松 孝保 委員長 
納涼夜間例会、クリスマ

ス家族会など親睦活動委

員会ノメンバー及びクラ

ブの皆様のご協力を頂き、

無事に開催することがで

きました。 

一つ親睦旅行が実現でき

ませんでしたが来年度へ

のお楽しみということで報告させていただきます。 

一年間ありがとうございました。 

 

■プログラム委員会   深沢 英雄 委員長 
今年度は会員卓話、特に

新会員卓話を重点的に会

員相互の理解を深めるプ

ログラムと音楽鑑賞、食

事会など会員が楽しめる

プログラムを実施してき

ました。 

一年間ありがとうござい

ました。 

 

■クラブ広報委員会   芳村 正樹 委員長 
今年度もホームページで

の活動ＰＲ、会報の作成

及び配布、各奉仕活動へ

取材、撮影などを行って

きました。 

一年間ありがとうござい

ました。 

 

■職業奉仕委員会    村田 昌弘 委員長 
夏の恒例となりました早

朝座禅例会、職業講話者

の派遣、優良事業所の見

学など行ってきました。 

1 年間ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社会奉仕委員会    清水 誠一 委員長 
まちかど展審査表彰、市民

ふれあい広場への参加、焼

津みなとマラソン大会搬

送の協力などの事業を行

いました。焼津ビーチクリ

ーン大作戦は残念ながら

雨天のため中止となりま

した。 

1 年間ありがとうございました。 

 

■国際奉仕委員会    奥川 将之 委員長 
地区補助金活用事業とし

て多文化共生を考える焼

津市民の会「いちご」に学

習教材を寄贈しました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

■会場監督      仲野 和則 委員長 
会長方針（ロータリーを楽

しもう）の通り例会に出席

し、皆様が友好を更に広げ

られる雰囲気作りに務め

る事ができました。 

課題としては昼食の準備

も考慮して例会欠席の場

合は当日の 10 時までぜひ、

必ず連絡を頂くようにお願いします。一年間ありがとう

ございました。 

 

■地区運営委員会   仲野 和則 委員長 

（発表 倉嶋 伸康 次期地区幹事） 

昨年の 7 月よりガバナー

エレクト事務所を開設し、

セミナー、会議などを実施

してきました。この 7 月か

らが本番ですので引き続

きご協力のほどよろしく

お願い致します。一年間あ

りがとうございました。 
 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

6月1日 

M-UP 

確定 

出席率 

6月 15日 
55 

(54) 
39名 72.22% 6名 84.91% 

 

★メークアップ 
久保田 好一 君（委員会） 

中山 晃一 君 （委員会） 

増田 泰久 君 （委員会） 

池谷 和正 君 （委員会） 

西野 了史 君 （委員会） 

佐藤 秀裕 君 （委員会） 

 

 


