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★会長挨拶       水野 康男 会長 

 本日は、焼津南ロータリ

ークラブの安井博史会長

と中島篤幹事がお見えに

なっておられます。 

 焼津南ロータリークラ

ブとは、ガバナー公式訪問

例会や賀詞交歓会、福祉祭

り等、合同事業が多く、お

互いの協力し合いながら進めていきたいと考えております

ので、よろしくお願いします。また、地区の活動にも大い

にご協力を頂けるとの事で大変心強く思っております。こ

の後、ご挨拶を頂くことになっております。 

 さて、7 月 16 日から 23 日まで文化センターで「まちか

ど展」が開催されております。7 月 3 日の「まちかど展」の

審査会には、清水誠一社会奉仕委員長に出席して頂きまし

た。ありがとうございました。私も見学に行ってきました

が、素晴らしい絵が沢山出展されておりました。ちなみに

焼津ロータリークラブ会長賞には、「浜当目海岸 夕刻」

という篠塚れいじさんの作品を選んで頂きました。 

大変素晴らしい絵だと思いました。まだ、見学されていな

い方はぜひ行ってみてください。 

 今日は、18 時より焼津校長会と語る会が開催されます。 

関係委員会の皆様には、大変ご苦労をおかけいたしますが、

よろしくお願い致します。 

★焼津南ロータリークラブ会長挨拶 

焼津南ロータリークラブ 安井博史 会長 

 焼津ロータリークラブ

の皆様こんにちは。今日は

幹事の中島篤君と訪問さ

せていただきました。焼津

ロータリークラブのよう

に我々も会員をたくさん

増やすをとして会員増強

に取り組んでいます。来年

はいよいよ松村友吉ガバナーが誕生します。焼津南ロータ

リークラブも全面的に協力させていただきますので皆様も

頑張ってください 

★幹事報告     幹事  村松 直行 君 

①次回第 4 例会は納涼家族例会となっております。 

 場所時間は 17：00（受付）よりサッポロビール静岡工

場です。お間違えないようにお願いします。 

②例会会場の変更通知がきていますので回覧させてい

ただきます。 

③クラブ計画書で訂正箇所がありますので、シールでの

訂正対応をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告・同好会報告 

青少年奉仕委員会 塩川 彰 委員長 

本日、焼津市校長会と当クラブのメンバーで校長先生と語る会

を開催します。焼津グランドホテルにて 18 時受付、18 時 30

分開始となります。有意義な会にしたいと思います。参加サレ

ルメンバーの方、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日の補助金事業を行います。大井川公民館で 10時からとな

ります。集合は 9時 45分公民館の駐車場です。服装はクール

ビズとなります。よろしくお願いします。 

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。 

現在 62 名ほど参加いただけるとのことでありがとうございま

す。ＳＡＡ、親睦活動委員会のメンバーは 16 時までに、受付

が 17時からとなります。よろしくお願いします。 

 

 

 

第２７２４回 例会 平成２８年７月２１日（木）１２：３０～  晴れ  
進行     幹事 村松 直行 君 

SongLeader  親睦活動委員会 村松 孝保 委員長 

            ♪我らの生業  ♪心のこり 

Guest     焼津南ロータリークラブ 会長 安井 博史（やすい ひろし）君 

幹事 中島 篤（なかじま あつし）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 



★会員のお慶び    吉元 義久 君 
【本人誕生祝】 

〇小原 照光 君(S27.7.31) 

【結婚記念日】 

〇豊島 恒之 君（H10.7.28) 

【夫人誕生祝】 

〇豊島 恒之 君（真理子様）(7.25) 

〇橋本 喜史 君（佳子様）(8.1) 

【入会記念日】 

〇村松 英和 君（H23.7.21) 

【創立記念日】 

〇福﨑 正展 君 (株)マルフク(S49.7.26) 

〇多々良 匡 君 (株)丸一家具センター (S42.8.1) 

〇奥川 将之 君 将建マテリアル（株） (H10.8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 

水野 康男 君 

ついに始まってしまいました。一年間、皆様ご協力をお願

い致します。 

村松 直行 君 

1 年間幹事を務めさせて頂きます。水野会長を全力でサポ

ートし、メンバーの皆様に良い 1 年だったねと言われる

ようにクラブ運営を行ってまいりますのでご協力のほど、

よろしくお願いします。 

村松 英和 君 

石田さん、前回のスマイル発表大変良かったです。 

深沢 英雄 君 

本年度プログラム委員長を担当させていただきます。な

るべく多くの会員に卓話をして頂こうと思っております。

はた迷惑かもしれませんが、よろしくお願いします。 

仲野 和則 君 

今年度、会場監督を務めさせて頂きます。会員の皆様の

ご協力を頂きながら楽しい例会運営できるよう設営して

いきたいと思います。1 年間よろしくお願いします。 

杉本 昭 君 

先月あさがお同好会の大石訓永さんから頂いたアサガオ

が我が家を和やかにしています。特に飲んで遅く帰った

翌朝にはとりあえず「今朝はいくつ咲いている？」と朝

の挨拶代わりに言えば、我が家の山の神の矛先をかわす

ことが出来、大変重宝させて頂いています。毎日「お日

様にこちらを向ける、あちらを向ける」と楽しそうにし

ている我が家の山の神に代わってお礼のスマイルをさせ

て頂きます。 

 

※7 月 14 日分 

村松 孝保 君 

本年度親睦活動委員会委員長をと務めさせて頂きます。１

年間よろしくお願いします。 

先日の 7 月 9 日の焼津ロータリークラブゴルフコンペ同好

会コンペでハンディに恵まれ優勝させて頂きました。午前

中は大雨でしたが、午後は雨も上がり快適でした。午前の

スコアが良かったのはなぜでしょう。 

7 月 11 日付で会社創立 55 年を機に社名を変更させていただ

きました。旧社名  大洋設備株式会社を株式会社大洋アレ

スコにさせて頂きました。アレスコとはラテン語で「未来

にはばたく・成長する」という意味が込められております。

名前に恥じないよう社員一同精進してゆく所存です。今ま

で以上のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。以上 3

点まとめてスマイルさせて頂きます。 

村松 英和 君 

7 月 9 日のゴルフコンペですが、とても楽しく、いい思い出

になりました。1 回のラウンド料金で 2 ランウンド分打たせ

ていただき、とてもラッキーでしたのでスマイルさせて頂

きます。 

奥川 将之 君 

今年度国際奉仕委員会の委員長を務めさせていただきます。

ロータリーに入会してから初めての委員会で何も解りませ

んのでご協力宜しくお願いします。 

多々良 匡 君 

先週 8 日間をかけて中国の西域を旅してきました。時間と

刻々と七色に山々が変化するとても不思議な山、敦煌の莫

高窟など良い鑑賞ができました。 

村田 昌弘 君 

今年度職業奉仕委員長を務めさせていただきます。皆様に

はいろいろお願いする事もあると思いますが、一年間よろ

しくお願いします。 

浅原 博 君 

今日の決算報告で 15-16 年度の会系を退任致します。１年

間ありがとうございました。 

薮崎 二三男 君 

久方ぶりのロータリークラブのゴルフコンペを楽しみにし

ておりました。朝になって雨具着用のゴルフを断念しまし

た。組合せが決まってから皆様にすっかり迷惑をおかけし

たことでお詫び申し上げスマイルします。 

芳村 正樹 君 

本年度クラブ広報委員長を担当させて頂きます。 

頼もしい幹事経験の皆様に囲まれて、積極的な広報活動をがん

ばってまいります。1 年間どうぞ、よろしくお願いします。合

わせて、７月６日の静岡新聞に【進む「働き方改革」】という

特集記事にて弊社の事を紹介頂きました。女性活躍のための在

宅勤務体制など弊社社長も理解いただいて本当にありがたい

です。 

半面、男性社員の活躍の場がなくならないように頑張りたいと

思います。 

吉田 典充 君 

本 7 月 9 日のミオス菊川カントリークラブで本年度第 1 回ゴル

フコンペを開催し、参加人数は 8 名の 2 組のコンペでした。当

日は朝からの大雨で開催が危ぶれましたが後半は天気も回復

し、何とかプレーすることができ、ゴルフ後の親睦も三次会ま

で行い、一日が楽しく過ごせました。雨の日のプレーは先輩の

小原さん、道元さんがよく言っておられたことが思い出します。

「雨でも命は取られない。戦争に比べれば何のことない。」ま

た、次回もコンペを開催致しますので奮っての参加をお願いし

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） 

会計             杉本 康延 委員長 

会長、幹事をサポートしてまいります。 

１年間、よろしくお願い致します。 

ロータリー財団・米山委員会  多々良 匡 委員長 

皆様のご協力のほど、どうぞよろしくお願い致します。 

職業奉仕委員会        村田 昌弘 委員長 

例会での４つテストの唱和他の事業を実施していきます。 

1 年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 



青少年奉仕委員会       塩川 彰 委員長 

１年間、楽しい委員会活動が出来そうでワクワクしております。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

副幹事            福﨑 正展 君 

勉強の１年間と思ってがんばります。 

どうぞ、よろしくお願い致します。 

会員増強委員会        金丸 好孝 委員長 

会員 2 名以上の獲得できるようにがんばります。 

１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

職業分類委員会（会員選考）  倉嶋 伸康 委員長 

職業分類未充填の 10 分類を中心に会員増強を皆様でよろしく

お願いします。１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

親睦活動委員会        村松 孝保 委員長 

会長のテーマであるロータリーを楽しもう！を目標に頑張っ

てまいります。１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

プログラム委員会   深沢 英雄 委員長 

５つほど目標を考えています。１年間、どうぞよろしくお願い

致します。 

スマイル委員会   村松 英和 委員長 

目標金額を 50 万に設定しました。１年間、どうぞよろしくお

願い致します。 

幹事        村松 直行 君 

１年間幹事を全うしていきたいと思います。どうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

7月7日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 21日 
54 

(54) 
39名 72.22% 1名 93.88% 

 

★メークアップ 
槇田 堯 君 （委員会） 

 

 

★第１回ゴルフ同好会 
７月９日（土曜日）雨の

中、焼津ロータリークラブの

ゴルフ同好会によりゴルフコ

ンペが菊川カントリークラブ

で開催されました。 

朝は大雨でしたが、昼ころか

ら天気は回復し、プレーと親

睦も深めることができました。 

 

★第１回グルメ同好会 
焼津ロータリークラブには美味しい料理とお酒を楽しみ 

ながら親睦を深める「グルメ同行会」という会があります。 

7月 15日（金曜日）、今年度の１回目ということ静岡市 

葵区長沼にある炭焼き鰻「瞬」さんで開催しました。 

今回は 11名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成 28 年度焼津ロータリークラブ・

焼津市校長会と語る会 
7月 21日（木曜日）、ここ数年恒例となりました平成 28 

年度焼津ロータリークラブ・焼津市校長会と語る会を焼津グ 

ランドホテルにて開催しました。教育現場、企業の立場両

観点から様々意見交換を行いました。 

 

 

 

 

 


