
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 
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★幹事報告    幹事  村松 直行 君 

①本日例会終了後、第１回指名委員会を開催しますので

該当される方は出席お願いします。 

②来週は木曜日が祝日のため例会はございません。再来

週の第 3 例会は貞善院にて早朝座禅例会を行います。

時間は 6：30 からです。例会会場変更通知を回覧させ

ていただきます。 

③30 日に行った本年度の補助金事業である「外国人児童

の学習支援」の模様が静岡新聞に掲載されましたので

回覧します。 

④30 日に行われた焼津市ボートレース大会の資料を回

覧します。 

 

 

★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 日の納涼家族例会ですが、ご協力頂き、盛大に開催す

る事ができました。会場の片付けもスムーズに出来た事も含め

て感謝申し上げます。ありがとうございました。 

11 月の予定で親睦家族旅行を企画しております。場所につい

ても検討中です。もう少しで発表できると思いますので、参加

をお願いします。どうぞ、よろしくお願いします。 

国際奉仕委員会 奥川 将之 委員長 

30日に地区補助金事業として大井川公民館で「外国人児童の

学習支援」事業を行いました。目録の贈呈、学習の支援、ラ

ンチのお手伝いなど半日でしたが充実した時間でした。参加い

ただきました皆様ありがとうございました。 

31 日にロータリー財団セミナーに参加し、グローバル補助金

について学んできました。 

青少年奉仕委員会 塩川 彰 委員長 

30 日に中学生ボートレース大会の表彰式に参加して、優勝し

た豊田中学校３年生女子にトロフィーを授与してきました。 

地区運営委員会 浅原 博 君 

本日14時30分から静岡のガバナー事務所において地区チーム

の会議を開催します。該当者、副幹事の方よろしくお願いしま

す。会議内容はガバナー公式訪問の日程を打ち合わせします。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び   村松 孝保 委員長 
【本人誕生祝】 

〇山竹 葉子 君(8.4) 

【入会記念日】 

〇槇田 堯 君（H7.8.24) 

【創立記念日】 

〇鈴木 啓央 君 焼津神社 

(反正天皇 4年 西暦 409年 8.13) 

〇山竹 葉子 君 司法書士山竹葉子事務所(H12.8.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２７２６回 例会（新会員卓話） 

 平成２８年８月４日（木）１２：３０～１３：３０ 晴れ  
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 ♪恋の町札幌 

四つのテスト 職業奉仕委員会 中山 晃一 君 

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 
 

藤島 祥人 君 

司会の立場でありながら温泉旅行を当ててしまいました。 

妻と旅行に行こうと思います。旅行の後は報告とスマイル

させて頂きます。 

塩川 彰 君 

4 つあります。①7 月 21 日校長会と語る会、ご出席頂きあ

りがとうございます。奥川さんが質問した外国人児童の話

題であれだけ盛り上がるとは思いませんでした。 

②7 月 30 日市内中学校ボートレース大会の表彰式を無事

に務めてきました。最初から最後まで観戦しましたが、中

学生が一生懸命ボートを漕ぐ様は青春を感じました。 

③当社従業員が魚がしシャツ着て新聞配っている記事が

先日静岡新聞に掲載れました。焼津の伝統文化の発信に少

しでも貢献できればと願います。 

④納涼例会でホットプレートセットが当たりました。「夏

は家庭内バーベキューだぁ！」ということでありがとうご

ざました。 

山中 一成 君 

100%出席での表彰ありがとうございました。 

加えて、先日の納涼例会でのローストビーフセットが当た

りました。ありがとうございました。 

石田 祐樹 君 

先日の納涼家族例会にて会長賞を頂きました。ありがとう

ございました。 

岡村 延昌 君 

納涼例会においてサッポロビール賞が当たりましたので

スマイルします。また、 100％出席表彰も合わせスマイル

させて頂きます。 

増田 泰久 君 

納涼例会で２つも景品を頂きました。ありがとうございま

した。 

奥川 将之 君 

国際奉仕委員会で、7 月 30 日に地区補助金事業を行いま

した。多くのロータリーメンバーに参加して頂き、ありが

とうございました。また、100%出席表彰で良い商品を頂き

ありがとうございました。また、納涼例会でドライヤーが

当たったという事でスマイルさせて頂きます。 

村松 孝保 君 

7 月 28 日納涼会は皆様のご協力で開催出来た事、感謝申

し上げます。ありがとうございました。抽選会で黒豚セッ

トが当たりました。スマイルさせて頂きます。 

多々良 匡 君 

旧大井川町主催の法政大学教授坂本光司先生の「経済講演

会」のご案内をさせて頂きました。坂本先生は今超人気の

方で「永続しながら成長を続ける企業づくり」の数々の経

営事例を中心にすぐに役立つ講演を各地で行われており

ます。受付は多々良匡までご連絡ください。 

山竹 葉子 君 

先月の納涼例会で暖かい博多もつ鍋セットを頂きました

が、わらしべ長者さんとの交換によりケーキに代わりまし

た。ありがとうございます。 

青島 直久 君 

7 月 15 日にグルメ同好会を東静岡駅近くの炭焼き鰻料理

の「瞬（しゅん）」で 11 名の方に参加頂き、開催致しま

した。当日は完全貸し切りにしていただき、鰻フルコース

全 8 品を食べて大変有意義で贅沢な時間を過ごさせてい

ただきました。次回は 9 月か 10 月に開催したいと思いま

すので皆様の参加をよろしくお願いします。 

 

深沢 英雄 君 

毎年お騒がせしておりますオータムフェスト in やいづで

すが、10 月 2 日に開催されます。今年は 10 月 1 日が前夜

祭で、その担当になったため協賛金集めのノルマが倍額に

なってしまいました。皆様のあついご協力よろしくお願い

します。6 年間 100% 出席のご褒美としてもよろしくお願

いします。 

清水 誠一 君 

先日の納涼例会であんこう鍋セットに当選致しました。 9

月頃から発送できるようでしたが、あんこうの旬は 12 月

頃からだそうですので、その頃に申込みして堪能したいと

思います。楽しい納涼会を有難うございました。 

 

 

新会員卓話 

卓話者：金丸 好孝 君 

波乱万丈な生い立ち趣味などを

その時のエピソードを交え 

説明頂きました。高校受験の事、

高校生活、大学生時代の趣味の

事、行政書士の資格勉強の事な

ど面白かったです。 

ありがとうございました。 

 

卓話者：杉本 康延 君 

中学校、高校と野球部だったと

の事、高校時代の試合の思い出

など趣味でもある野球の事、大

学の事など、現在の清水銀行さ

んでの転勤の事、お子様の事な

どこちらも楽しくお話頂きま

した。ありがとうございました。 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

7月21日 

M-UP 

確定 

出席率 

8月 4日 
54 

(53) 
47名 88.68% 3名 77.78% 

★メークアップ 
深沢 英雄 君 （地区会議） 

芳村 正樹 君 （ボートレース大会） 

曽根 広之 君 （委員会） 

 

★第 51 回焼津市中学校 

ボートレース表彰式 
7月 30日（土）第 51回焼津市

中学校ボートレース大会に塩川彰

青少年奉仕委員長が出席し、女子

の部優勝校の豊田中学校に焼津ロ

ータリークラブ賞を贈呈してきま

した。 

 

★外国人児童の学習支援事業 
7月 30日（土）大井川公民館で

「外国人児童の学習支援」事業を

行ってきました。奥川将之国際奉仕

委員長はじめ会員の皆様に参加頂

き、目録の贈呈、学習の支援、ラン

チのお手伝いなどを行ってきまし

た。 


