
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：吉田 典充   幹 事：福﨑 正展 
                                            
会長エレクト:浅原 博    副幹事：清水 誠一 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会長挨拶       吉田 典充 会長 
「陰徳」という言葉があ

ります。「慈善は陰をも

って本（もと）とすべし、

慈善をもって名誉を望む

べからず」地区大会にお

いて、志田パストガバナ

ーが寄付金のお話をされ

た際にこの「陰徳」とい

う言葉を使っておりまし

た。日本的な考え方を表現していると感じますが、今は

表現主張的に利用されているのかなと感じます。 

皆様ご存知のサントリーという企業ですが、東日本大

震災の際に寄付を宮城、岩手、福島の三県に各 1 億円ず

つ寄付をされました。しかし、サントリーは何も報道機

関に発表しませんでした。「困っているときはお互いに」

という「陰徳」の精神が企業文化の根底に育まれていた

と思います。おそらく創業者の鳥井信治郎さんの「やっ

てみなはれ」の精神もあったのかと思います。 

ロータリアンとして見習う事が多々あるのではと、志

田パストガバナーも思う事は同じではないでしょうか。 

 

★幹事報告     幹事  福﨑 正展 君 

・来年の 2 月 18 日は島田大井神社にて IM があります。

移動例会ですのでぜひご出席お願い致します。 

・12 月 23 日のクリスマス家族会の出欠を取っています

のでご協力お願い致します。 

・来年の 1 月 11 日は焼津南 RC と合同の賀詞交歓会です

ので出席よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告・同好会報告 

親睦活動委員会 村松英和委員長 

12 月 23 日（土曜日）のクリスマス家族例会のご案内をさせて 

頂きました。来週 14 日が出欠席の締め切りとなっております。 

沢山の皆様、ご参加をお願い致します。尚、来週の例会終了後、

ＳＡＡ、親睦活動委員会の皆様は打ち合わせを開催しますの

で、予定よろしくお願いします。 

地区国際大会推進委員会 岡村 延昌 君 

地区の国際大会推進委員会に出向しており、先日、委員会が開 

催されました。 

トロント国際大会の登録料が発生します。次回の登録締切りが 

12 月 15 日となっております。早期申し込みはディスカントさ 

れており、登録料が 345 ドルです。次が 3 月 31 日、それ以降 

が 4 月 1 日となっておりますが、ディスカントが少なくなっ 

てきますので是非、皆様と一緒にいきたいので、登録をお願い 

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び    柴田 英典 君 
 

【夫人誕生祝】 

深沢 英雄 君（街子様）(12.9) 

【創立記念日】 

仲野 和則 君 （有）昭和機械(S60.12.12) 

 

 

 

第２７８６回 例会（年次総会） 

 平成２９年１２月７日（木）１２：３０～ 晴  
司会     福﨑 正展 幹事 

SongLeader  親睦活動委員会 小原 照光 君 

  ♪奉仕の理想 ♪たき火 

四つのテスト 職業奉仕委員会 久保田好一 委員長 

Guest     藤枝税務署 副署長 伊與田 健（いよだ たけし）様 

会長テーマ  

『ロータリーアンとして感謝の気持ちを！』 

2017～2018年度 焼津ロータリークラブ 

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 

第２１回 



★スマイル報告   村田 昌弘 君 
 

 

多々良 浩吉 君 

焼津ロータリークラブでの 22 年間に感謝してスマイル致

します。 

藪崎 二三男 君 

11 月の例会で会員誕生祝いを頂きました。11 月 27 日が誕 

生日でした。お陰様で元気に満 92 歳の誕生日を迎えること

ができました。それと 11 月 5 日が 46 回目の入会記念日で

したので、私の人生の半分、ロータリアンとして皆様のお

世話になりました事、心から喜びスマイルします。 

 

★ポールハリスフェロー表彰式 
     吉田 典充 会長 

 

地区の方からバッジが届いておりますので贈呈式を行います。 

 

マルチプルポールハリスフェロー 

5 回目 藪崎二三男君 

2 回目 杉本昭君、村松孝保君、近藤吉典君、 

 吉田雄一君、青島直久君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★年次総会  議長 吉田 典充 会長 

 
焼津ロータリークラブ細則第 3 条第 1 節により、吉田典充会

長が議長に任命され同クラブ細則第 4 条第 1 節により、年次総

会を開会しました。 

 

１．定足数の確認 

福﨑正展幹事より会員総数 55 名 本日の出席者 45 名で 

 あり、焼津ロータリークラブ細則第 4 条第 4 節で定められた 

会員総数の 3 分の 1 を満たしておりますので、本総会が有効 

に成立しますことをご報告しました。 

 

２．第 1 号議案 

清水誠一副幹事より 2018-19 年度の役員及び理事選任に 

ついて役員理事候補者の氏名を読上げ、議長が会場に可否を 

諮ったところ満場一致にて可決されました。 

★次年度の役員理事は以下の通りです。 

会長          浅原 博  君 

会長エレクト      鈴木 啓央 君 

会計          青島 直久 君 

直前会長        吉田 典充 君 

職業奉仕委員長     岡村 延昌 君 

社会奉仕委員長     村田 昌弘 君 

国際奉仕委員長     奥川 将之 君 

青少年奉仕委員長    吉元 義久 君 

ロータリー財団委員長  仲野 和則 君 

公共イメージ向上委員長 芳村 正樹 君 

幹事          清水 誠一 君 

副幹事         塩川 彰  君 

 

 

３．会長エレクト挨拶 浅原 博 君 

次年度の役員理事の承認ありがとうございました。 

これを皮切りに次年度に向かって準備を進めてまいります。

皆様の御協力ぜひともよろしくお願いします。 

 

 

４．すべての議案が無事可決承認されましたので以上をもち 

まして議長の座から降りさせて頂きます。スムーズなご審議 

ありがとうございました。 

 

５．副幹事からの連絡  清水 誠一 君 

本例会終了後、臨時予備理事会を開催しますので、次年度役 

員理事はお残りください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

★卓話 
卓話者  藤枝税務署 副署長 

 伊與田 健 様 

 

演題 「税とお酒のお話」 

 

藤枝税務署では酒税に関連した業務を行っ

ているとの事や静岡県の日本酒の事などを織り交

ぜせて酒税について卓話を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

11月16日 

M-UP 

確定 

出席率 

12月 7日 
54 

(53) 
43名 81.13% 13名 88.89% 

★メークアップ 
吉田 雄一 君（理事会） 

槇田 堯 君 （地区大会） 

村松 孝保 君（理事会） 

大石 博之 君（地区大会） 

村田 昌弘 君（地区大会） 

増田 泰久 君（地区大会） 

金丸 好孝 君（地区大会） 

藤島 祥人 君（地区大会） 

曽根 広之 君（地区大会） 

永田 貴三 君（地区大会） 

吉元 義久 君（地区大会） 

八木 利樹 君（地区大会） 

西野 了史 君（地区大会） 

 


