
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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★会長挨拶 吉田 典充 会長 

 先週、ガバナー公式訪

問例会が焼津南ロータリ

ークラブと合同で開催さ

れました。松村友吉ガバナ

ーにおいても、一つの山を

乗り越えて次に進む気持

ちになったのではないで

しょうか。また、ガバナー

を支えた地区担当委員の

皆様も本当にご苦労様でした。 

大きな山はあと二つです。その一つが 11 月の地区大

会です。担当ロータリークラブとして本日と次週の例会

はクラブフォーラムとして「地区大会に向けてその１、

その２」を開催します。メンバーが思う地区大会を成功

させようと思う気持ちを結集していきたいと思います。 

そして地区大会が終われば次はカナダトロントでの

世界大会のみとなります。 

山と考えればあと二つの事業です。”焼津力”を皆様、

発揮しましょう。 

10 月 10 日（火曜日）に焼津市内の校長会の校長先生

および青少年奉仕委員会メンバーにて善行賞と奨励賞

の審査を行い、本年度も善行賞 7 件、奨励賞 5 件が決定

いたしました。選考基準について校長先生よりいくつか

のご意見を頂きましたので、次年度選考会より実施でき

ればと思います。こちらは次年度への申し送り事項とさ

せて頂きます。 

10 月 15 日（日曜日）に大覚寺公園にて恒例の「ふれ

あい広場」が開催されます。社会奉仕委員会のメンバー

は出席の程、お願い申し上げます。 

焼津南ロータリークラブと合同で実施されます。場所は

大覚寺公園、時間は 9:30～13:30、当日は雨天決行です。 

 

 

 

 

★ビジター挨拶  

国際ロータリー第 2620 地区 

公共イメージ向上委員会 

 野木 秀明 委員長 

こんにちは。公共イメ

ージ向上委員会の委員

長の野木です。どうぞ、

宜しくお願いします。 

今日は、第 2620 地区

の公共イメージ向上活

動についてお話させて

いただきます。 

松村友吉ガバナーの

重点目標の一つになっている「END POLIO への強化」に

ついて活動を実施しております。 

地区の公共イメージ向上委員会としてロータリーク

ラブの活動の露出度をアップしようと考えております。 

ここまで静岡県、山梨県などの官公庁などにもＰＲで

訪問し、その様子なども含めてメディアに取り上げて頂

きました。 

世界ポリオデーに向けた活動について、2620 地区の

79 クラブ全てのクラブから活動の計画・報告を受けてお

ります。9 月の RI の発表によるとこの活動について、日

本全体に 93 件、ブラジルが 80 数件の実施報告されてお

ります。日本の 93 件のうち 79 件が 2620 地区で行われ

ており、世界で一番活動している地区になります。その

中心となっているのが焼津ロータリークラブになり、誇

りに思います。 

10 月 24 日の世界ポリオデーに向けて各クラブの報告

を届くと思います。その報告内容は皆様にも今後、お伝

えさせていただきます。引き続きご支援の程、どうぞ宜

しくお願いします。 

 

 

第２７７９回 例会（地区運営委員会クラブフォーラム） 

 平成２９年１０月１２日（木）１２：３０～ 晴   
司会     清水 誠一 副幹事 

SongLeader  親睦活動委員会 中山 晃一 君 

  ♪それでこそロータリー 

Visitor    国際ロータリー第 2620 地区 公共イメージ向上委員会 

      委員長 野木 秀明 君   （静岡西ロータリークラブ） 

委員  杉山 元（はじめ）君（静岡西ロータリークラブ） 

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１４回 



 

★委員会報告・同好会報告 

公共イメージ向上委員会 芳村 正樹 委員長 

・10 月 1 日（日）オータムフェスト in やいづ 2017 イベン

ト内のブースにて、焼津・焼津南ロータリークラブと合同で

「ポリオ撲滅」をＰＲ致しました。当日は、松村友吉ガバナ

ーも参加頂き、新聞の取材も受け、当日は焼津ロータリーク

ラブ２５名 焼津南ＲＣ１０名、計３５名の方に参加頂きま

した。募金額は 40，502 円の募金を頂くことが出来ました。 

参加頂いた皆様、本当にありがとうございました。 

この場をお借りして御礼申し上げます。 

社会奉仕委員会 清水誠一 副幹事（代行） 

・ふれあい広場 10/15(日)ｳｪﾙｼｯﾌﾟ隣の大覚寺公園内に 9:00 集

合 9:30 開会です。ご協力をよろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び    吉元 義久 君 

 

【夫人誕生祝】 

大石 訓永 君（昌子様） (10.12) 

西野 了史 君（恵美様） (10.15) 

山中 一成 君（恒子様） (10.16) 

 

【入会記念日】 

山竹 葉子 君 (H23.10.13) 

松岡 好子 君 (H23.10.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告    村田 昌弘 君 

①  藤原 明 君（10 月 5 日例会分） 

チャーターメンバーとして、57 年間の長きに亘りあり

がとうございました。その一言に尽きます。焼津ロータ

リークラブの益々の発展をお祈りいたします。 

 

②  寺岡 襄 君（10 月 5 日例会分） 

本日をもって退会させて頂きます。長い間皆様の御厚

情のおかげでロータリーを楽しく過ごす事が出来まし

た。ありがとうございました。 

 

③  水野 康男 君 深沢 英雄 君 

10 月 1 日に開催されたオータムフェスト in やいづは

皆様の多大なご協力、ご協賛を頂いたおかげで盛況のう

ちに終える事ができました。ロータリーのブースにも来

場者が多く、「END POLIO」のＰＲが出来たと思います。

ありがとうございました。来年は第 20 回目となります。

引き続きよろしくお願いします。 

 

 

④  芳村 正樹 君 

10 月 1 日オータムフェスト in やいづイベント内のブ

ースにて、焼津・焼津南ロータリークラブと合同で「ポ

リオ撲滅」に多数の方に参加頂き、本当にありがとうご

ざいました。ポリオが撲滅するまでの継続事業になるよ

うに祈念してスマイルさせていただきます。 

 

★地区運営委員会クラブフォーラム 
 

 「地区大会に向けて その１」 

 

進行 地区運営委員会 仲野和則 委員長 

 

１．これまでの流れと協力のお願い 

 大石 訓永 実行委員長 

 

２，第１日目説明 村田 昌弘 地区副幹事 

  焼津グランドホテル 

スケジュール、手伝いについて 

 

３．第２日目説明 

  本会議式典関係 村松孝保 副実行委員長 

  内容と役割分担 リーダー 杉本 昭 君 

奥川 将之 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

9月28日 

M-UP 

確定 

出席率 

10月 12日 
55 

(54) 
38名 70.37% 4名 83.64% 

 

★メークアップ 
多々良 匡 君（藤枝南ロータリークラブ） 

松村 友吉 君（ガバナー公式訪問 浜松南・浜松北ＲＣ） 

金丸 好孝 君 

（ガバナー公式訪問同行 浜松南・浜松北ＲＣ） 

藤島 祥人 君 

（ガバナー公式訪問同行 浜松南・浜松北ＲＣ） 

 

★ENDPOLIO キャンペーン報告 
10 月 1 日に開催されたオータムフェスト in やいづ

ブースでのキャンペーン活動です。 


