
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★理事会報告    幹事  福﨑 正展 君 

・12 月の例会プログラムが承認されました。 

・次年度からの組織変更が承認され、次年度よりロータ 

リー財団と米山が別委員会になります。 

・11 月 30 日の善行賞表彰式終了後、地区大会慰労会を

開催します。来週から出欠を取りますのでよろしくお

願いいたします。 

 

★幹事報告     幹事  福﨑 正展 君 

・本日の例会でクールビズは終了になります。来週の例

会から上着・ネクタイ着用です。 

・指名委員会より次年度役員・理事候補者の報告があり

ました。後ほど指名委員会よりご報告があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告・同好会報告 

社会奉仕委員会 石田 江利子 委員長 

15 日に開催された「ふれあい広場」に多数の方が参加頂きあ 

りがとうございました。あいにく天候が雨となり、芝生広場の 

方でのポニー乗馬会が出来ず、残念でしたが、１５，０００円 

の募金を頂き、焼津南ＲＣさんと折半ということで寄付させて 

いただきました。ご協力いただきました皆様ありがとうござい 

ました。 

地区社会奉仕委員会 青島 直久 地区委員長 

8 月 27 日の地区社会奉仕セミナーの講師を招き記念講

演会を開催することになりました。そのチラシを本日皆

様の引出しに入れさせて頂きました。ご都合よろしけれ

ば、よろしくお願いします。  

地区大会実行委員会 大石 訓永 委員長 

・最終の当日の役割分担の組織表を配布させていただきまし

た。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

第２７８１回 例会 

 平成２９年１０月２６日（木）１２：３０～ 晴  
司会     福﨑 正展 幹事 

SongLeader  親睦活動委員会 西野 了史 君 

  ♪手に手つないで ♪もみじ 

Guest     焼津市警察署交通課長 村越 伸裕（むらこし のぶひろ）様 

     同    係長 鈴木 哲司（すずき てつじ） 様 

Visitor    国際ロータリー２６２０地区静岡第５分区 

     ガバナー補佐  福島 吉衛（ふくしま よしえ）君 

     IM 副実行委員長 大久保 節夫（おおくぼ せつお）君 

 

同    係長 鈴木 哲司（すずき てつじ） 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１６回 



 

★会員のお慶び    吉元 義久 君 

 

【結婚記念日】 

諸田 洋之 君 (H8.10.26) 

岡田 好史 君 (H6.10.29) 

 
【創立記念日】 

永田 貴三 君 （有）ロード・ワン(H17.11.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告    村田 昌弘 君 

①  青島 直久 君 

黄色い安全バッグでクラブの皆様に大変お世話にな 

っています。明るい社会づくり運動焼津地区協議会が 

おかげさまで 35 周年を迎える事ができました。つき 

ましては 8 月 27 日の地区社会奉仕セミナーの講師を 

招き記念講演会を開催することになりました。そのチ 

ラシを本日皆様の引出しに入れさせて頂きましたの 

でスマイルさせていただきます。お時間がございまし 

たら是非聴講してください。 

 

②  藪崎 二三男 君 

白内障の手術で 23 日に入院し、25 日に退院し、 

本日、例会出席することができました。もう新聞を読 

むにも老眼鏡が不要になりました。更にテレビも買っ 

たばかりのテレビを見ている感じです。 

主治医から手術を薦められてから東京紙の新聞広告 

に「白内障の手術、人生を変える」という広告に注目 

しましたが、その通り、実感してスマイルします。 

 

★2018-2019 年度 

役員・理事候補者指名報告 
福﨑 正展 幹事 

指名委員会 水野康男君 より次年度 役員・理事の 

指名報告を させていただきます。 

■役員 

会長     浅原 博君 

会長エレクト 鈴木 啓央 君 

幹事     清水 誠一 君 

会計     青島 直久 君 

直前会長   吉田 典充 君 

 

 ■理事 

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 

副幹事        塩川 彰  君 

 

以上となりますのでよろしくお願いします。 

12 月の総会にて承認をお願いしたいと思います。 

 

 

★ガバナー補佐報告 

  国際ロータリー２６２０地区静岡第５分区 

  ガバナー補佐  福島 吉衛 君 

昨年度１０月にガバナー補佐予定者向けの第１回目 

の研修会があり、ちょうど 1 年が経過しました。 

分区再編が決定し、焼津ロータリークラブは第 4 グル 

ープになります。 

第 2 回目の会議を行い、次期ガバナー補佐ですが、藤 

枝ロータリークラブの方からと決定しました。今後の 

活動として第 3 回目の会議を来月、そして IM が控え 

ております。引き続き頑張ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★IM のご案内 

  国際ロータリー２６２０地区静岡第５分区 

  IM 副実行委員長  大久保 節夫 君 

今年度の IM の御案内させていただきます。 

2 月 18 日(日)14 時より大井神社宮美殿にて開催しま 

す。この分区では最後 IM になります。 

講演、懇親会を予定しております。 

皆様お待ちしておりますのでご出席ください。 

 

★卓話 
卓話者：焼津市警察署交通課長 

 村越 伸裕 様 

 

演題：「交通安全講話」 

 

最初に自己紹介を頂き、スライドを利用いただき

「交通安全について」説明頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

10月12日 

M-UP 

確定 

出席率 

10月 26日 
55 

(55) 
41名 74.55% 5名 79.63% 

 

★メークアップ 
岡村 延昌 君（ふれあい広場） 

松岡 好子 君（世界ポリオデー活動） 

福﨑 正展 君（ふれあい広場） 

石田 江利子君（ふれあい広場） 

諸田 洋之 君（ふれあい広場） 

 


