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★会長挨拶       吉田 典充 会長 

こんにちは。今日は３

点報告させていただき

ます。 

最初に、土曜日、日曜

日に開催された地区大

会はメンバー一人一人

力の結集により、焼津ロ

ータリークラブの存在

感を示すことが出来た

地区大会であったと思い、皆様には心より感謝申し上げ

ます。世評も近年にない盛り上がりがあった大会である

との評価も頂いております。 

昨年の今頃、実行委員長、地区幹事と地区大会を盛り上

げ、焼津らしさを演出しようと話し合ったことが昨日の

ように思えます。運営に勝敗はありませんが、他クラブ

の話を総評するならば、素晴らしい大会であった一言で

す。 

自分は小学校、中学校、高校と水泳と陸上競技をして

おりました。スタートラインに立つまで、そしてスター

トした時の気持ちの高揚感が最高の気持ちになります。 

地区大会で壇上では最高にいい気分になり、ふと学生の

頃を思い出しました。これもメンバーの設営の賜物と感

謝の気持ちで一杯でした。 あとは私の挨拶のスピーチ

の少々の難を除けばです。沢山の感謝を一言では伝えき

れない気持ちです。 

16 日、地区の会長・幹事会が掛川で開催されました。 

次年度以降のガバナー補佐選出方法を決めてまいり

ました。グループ再編成についてまとまりました。焼津

ロータリークラブは１０年後にガバナー補佐の順番が

回ってまいります。その際はどうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

★幹事報告     幹事  福﨑 正展 君 

・来週の木曜日の祝日日のため休会となります。 

・再来週 30 日は善行賞授賞式のため、夜間例会となり

ます。点鐘は 18 時ですのでお間違いないようにお願

いします。 

・地区大会の事が静岡新聞に掲載されましたので回覧さ

せていただきます。 

★委員会報告・同好会報告 

地区大会のお礼 松村友吉ガバナー 

地区大会では本当に皆様、頑張って頂きありがとうございまし 

た。外部からの評価が高く、大成功だったかと感じました。 

小沢一彦 RI 会長代理からもお褒めの言葉を頂きました。特色

のある荒削りの元気のある大会だったと思います。一人一人の

役割を全力で自身反省する部分もありましたが、白駒様の言葉

を借りるならば、「反省も将来の糧になる」との事です。 

私は、明日から佐賀の地区大会に訪問してきます。 

皆様本当にありがとうございました。 

地区大会実行委員会 大石 訓永 実行委員長 

大変お世話になりました。一番良かったことは２日間と

も快晴に恵まれました。心配していた会場移動について

も杉本昭君中心にスムーズにできた事、焼津の火事場の

馬鹿力が発揮されたのかなと思います。大成功の地区大

会だったか感じます。ありがとうございました。 

 

 

★各種表彰   幹事 福﨑 正展 君 
 

①米山記念奨学会の方から米山功労クラブ感謝状が届いてお 

ります。 

②米山功労賞ということで杉本昭君の方に累計額が 10 万円と

いうことで感謝状が届いております。 

③同じく２回目の米山功労賞ということで水野康男君の方に

累計額が 20万円ということで感謝状が届いております。 

 

 

 

 

 

 

 

★古希のお祝い 幹事 福﨑 正展 君 
 

吉田雄一君の古希のお祝いをさせていただきます。 

第２７８４回 グルメ同好会例会（炎の香 バイキング） 

 平成２９年１１月１６日（木）１１：３０～ 晴  
司会     福﨑 正展 幹事 

SongLeader  親睦活動委員会 西野 了史 君 

  ♪奉仕の理想 ♪恋の町札幌 

Guest      ハーブ奏者 斉藤 充子（さいとう あつこ）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１９回 



 

★会員のお慶び    中山 晃一 君 

 

【本人誕生祝】 

杉本 昭 君  (S21.11.17) 

豊島 恒之 君 (S51.11.25) 

藪崎 二三男 君(T14.11.27) 

大石 博之 君 (S29.11.28) 

村松 直行 君 (S42.11.28) 

永田 貴三 君 (S47.12.3) 

吉田 雄一 君 (S22.12.4) 

【結婚記念日】 

杉本 昭 君 (S47.11.19) 

【夫人誕生祝】 

岡村 延昌 君（美根子様）(11.21) 

村田 昌弘 君（悦子様） (11.27) 

曽根 広之 君（雅子様） (11.27) 

村松 孝保 君（香代子様）(12.5) 

永田 貴三 君（明日香様）(12.5) 

 

【入会記念日】 

久野 匠一 君 (H1.11.30) 

増田 泰久 君 (H25.12.5) 

 
【創立記念日】 

倉嶋 伸康 君 （株）倉嶋自動車商会 (S22.12.1) 

村松 直行 君 ムラコ（株） (S51.12.2) 

 

★スマイル報告  岡村 延昌 委員長 

①  松村友吉ガバナー、倉嶋伸康地区幹事 

今回の地区大会は多くのロータリアンの皆さんに評 

価していただきました。吉田会長以下クラブの皆様、 

大石実行委員長以下実行委員会の皆様、有難うござい 

ました。地区運営も大きな山を越しましたが、ガバナ 

ー月信の発行、諮問委員会の準備、各分区の IM、周年 

記念式典など行事が山積しております。来年 6 月まで 

長丁場ですが、気を抜かないよう頑張る所存です。 

今後もガバナー事務所の運営にご協力をお願いいた 

します。 

②  大石訓永委員長、村松孝保（副）委員長、 

久保田（副）委員長  

地区大会メンバーの多大なる御協力頂き大変ありが 

とうございます。 

③  小原 照光 君 

（株）コハラ空手道部は 11 月 12 日、日本武道館にお 

いて第 35 回全日本実業団空手道選手権大会に団体組 

手のみの参加でありましたが出場し 7 月 1 日の東日本 

実業団選手権に続き、好成績をおさめる事が出来まし 

た。一回戦で西日本 3 位のシモハナ物流を撃破すると、 

2 回戦も強豪自衛隊健軍駐屯地を◯☓☓からの大逆転 

で破り 3 回戦はヒルトップに 3 勝 0 敗で圧勝。4 回戦 

では前年優勝（本年準優勝）の実力 No.1 の高栄警備 

保障に惜しくも破れましたがベスト 8 に入り敢闘賞と 

たてを持って帰る事が出来ました。これも皆様のあた 

たかい応援のおかげです。ありがとうございました。 

初出場の今年はまずまずの成績でしたが自信も得て 

来年は優勝を目指しがんばりますのでよろしくお願 

い致します。 

④  藪崎 二三男 君 

14 日静岡新聞朝刊に静岡山梨 RC 焼津で地区大会の記 

事が掲載され、松村友吉ガバナーが大会旗を次期ホス 

トクラブに手渡している姿に思わず、拍手を送りまし 

た。私は一週前の日曜の朝、体調が良くなく、久保田 

副委員長に実状を伝え、不参加で申訳なく翌日の診察 

で入院は避けられましたが。大会参加の皆様ご苦労様 

でした。ありがとうございました。 

⑤  吉田 典充 君 

地区大会を振返り、言い尽くせない感謝の気持ちをも 

ってスマイルいたします。 

⑥  久野 匠一 君 

地区大会では抽選会景品、売店と弊社品をお使い頂き、 

ありがとうございました。やいづの心意気を発揮でき、 

大変いい大会でした。 

⑦  増田 一郎 君 

地区大会で当社の「マグロの酒盗」を景品に使って頂 

きありがとうございました。先々週の例会の卓話講師、 

クレアファームの西村やす子さんのお話でも紹介頂 

きましたが、洋風酒盗の「ワイン・ド・ロボー」も新 

しく始めさせて頂きましたので、何卒よろしくお願い 

致します。 

⑧  岡村 延昌 君 

地区大会におきましては、皆様方のご協力誠にありが 

とうございました。また、１０日夜と１１日晩餐会後 

の懇親会に出席頂いた若いメンバーの皆様にも感謝 

し、スマイルさせて頂きます。 

 

★ハープ演奏 
演奏者：ハープ演奏者 斎藤充子様 

 

ハープのご紹介と演奏を披露頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

11月2日 

M-UP 

確定 

出席率 

11月 16日 
55 

(54) 
35名 64.81% 6名 90.91% 

★メークアップ 
青島 直久 君（地区大会四委員会） 

倉嶋 伸康 君（地区大会四委員会） 

岡村 延昌 君（地区大会四委員会） 

伊東 良洋 君（地区大会四委員会） 

村松 英和 君（地区大会リハーサル） 

藤島 祥人 君（地区大会リハーサル） 

 

★バイキングランチ 


