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★会長挨拶 吉田 典充 会長 

 

こんにちは。今日は報告

事項及びご協力のお願

いです。 

１点目は 8 月 18 日（金

曜日）に「END POLIO キ

ャンペーン活動」の計画

について、打ち合わせ会

を開催致しました。 

「 END POLIO キャンペ

ーン」は焼津南ロータリークラブと合同で実施する計画

です。担当委員会は両クラブの公共イメージ向上委員会

となります。焼津ロータリークラブは芳村委員長、焼津

南ロータリークラブは小濱委員長を中心に進めてまい

ります。開催日は平成 29 年 10 月 1 日（日曜日）、場所

は焼津旧港で開催される「オータムフェスト IN 焼津

2017」会場内にブースをお借りします。時間は 9 時 30

分から 16 時 30 分を予定しております。集合時間はブー

ス前に 8 時 30 分となります。PR 方法は、「ドネーショ

ンボックスでの募金活動」、「ポリオポスター及びのぼ

り旗の展示」「END POLIO について動画による紹介」、

「スタッフは END POLIO ロゴ入りの T シャツ作成し、

ＰＲ活動」、「END POLIO ロゴ入りポケットティッシュ

2000 個の配布」を予定しております。キャンペーン実施

当日には、準備やブースでのＰＲ活動においてメンバー

の協力を依頼いたしますので、その時は「はい、喜ん

で！」の気持ちで支援をお願いいたします。 

２点目は 9 月 10 日（日曜日）に「春風寮」への机と 2

段ベッドの贈呈を行います。当日はそれぞれを組み立て

る作業がありますのでこちらもメンバーのご協力、ご支

援をお願い致します。詳しい内容は、後ほど奥川委員長

より説明があります。こちらの事業に関しても「はい、

喜んで！」の精神で協力をお願いいたします。おはよう

ございます。 

朝早く、暑い中のご参加ありがとうございます。 

毎年恒例となりました早朝座禅例会を開催させていた

だきます。 

 

★幹事報告     幹事  福﨑 正展 君 

・本日例会終了後に理事会を開催します。理事・役員の

皆様は出席をお願いします。 

・来週は例会会場が焼津四川飯店になります。お間違え

ないようよろしくお願いいたします。 

・ロータリーの友、ガバナー月信が届いています。 

 

★委員会報告・同好会報告 

職業奉仕委員会 久保田 好一 委員長 

・先週の早朝例会、朝早くから参加頂き、ありがとうございま

した。 

・来週の 9 月 7 日（木）ですが、焼津四川飯店にて 18 時より

「平成 29 年度の焼津ロータリークラブと焼津市校長会の語

る会」を開催致します。職業奉仕委員会と青少年奉仕委員会

が担当させていただきます。両委員会のメンバーの方は準備

がありますので 17 時集合でお願いします。会費は 5,000 円

となります。 

地区社会奉仕委員会 青島 直久 地区委員長 

・8 月 27 日（日）、「地区社会奉仕セミナー」が静岡市のあ

ざれあで開催されました。約 150 名、79 クラブの会長様と 

 社会奉仕委員長様がご出席され、無事に終了いたしました。 

セミナーですが、基調講演は「新宿駅のゴミ拾い活動」に

ついて、と市川大門ＲＣの「花火大会のごみ拾い活動」に

ついて、沼津柿田川ＲＣさんの「柿田川清掃活動」につい

てご紹介頂きました。尚、設営にあたり、大石訓永君に演

題など自筆で書いて頂きました。 それと仲野和則さんは

じめ１１名の方にお手伝い頂きました。本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

第２７７３回 例会（会員増強委員会クラブフォーラム） 

 平成２９年８月３１日（木）１２：３０～ 晴   
司会     福﨑 正展 幹事 

SongLeader  親睦活動委員会 中山 晃一 君 

  ♪手に手つないで ♪武田節 

Guest     国際ロータリー第 2620 地区 会員増強維持委員会 

 委員長 高杉 光洋（たかすぎ みつひろ） 君 

藤枝南ロータリークラブ 平原 望（ひらはら のぞみ） 君 

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８回 



地区ロータリーの友委員会 多々良 匡 地区代表委員 

・8 月 17 日に東京で打ち合わせがあり参加してきました。 

 委員会ではロータリーの友の改善・改正を行っております。 

 改正した例ですと表紙が両面にあります。これまで写真の表 

紙でしたが、今年はイラストを掲載させていただいておりま 

す。 そのほかに特徴として内容が縦書きと横書きになって 

います。「クラブを訪ねて」というコーナーがあります。 

こちらについて各クラブで頑張っている事などを紹介して 

ほしいとのことですので、またご紹介いただけるとありがた 

いです。 

地区活動 深沢 英雄 地区副幹事 

・一昨日、昨日とガバナーの公式訪問に同行させていただきま

した。甲府北ＲＣさんに訪問した際に資料のようにリーフレ

ットを作成し、イベント時に配布されているようです。 

 他のロータリークラブにメークアップすると新しい発見が

あるかと思いますので、皆様もぜひ、機会があれば参加して

みてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び  村松 英和 委員長 

【本人誕生祝】 

松村 友吉 君(S28.9.4) 

諸田 洋之 君(S41.9.5) 

【入会記念日】 

橋本 喜史 君(H16.9.2) 

松村 友吉 君(H10.9.3) 

藤島 祥人 君(H27.9.3) 

【創立記念日】 

藪崎 二三男 君（株）藪崎新聞店（S48.9.1） 

伊東 良洋 君 （株）東洋空調システム（H8.9.1） 

増田 泰久 君 （株）カクヤマ（S37.9.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告  岡村 延昌 委員長 

 

①  鈴木 啓央 君 

8 月 3 日の納涼例会で会長賞のダイソンハンディクリ 

ーナを頂きました。数年分の運を使い果してしまった 

気がします。ありがとうございました。 

 

 

②  藪崎 二三男 君 

坐禅例会に参加できました。46 回目だと思います。 

昨年まではウォーキングのつもりで歩行での往復で 

したが、今年は足をつまずいたらどうしようと消極的 

になりましたが、私にとって意気ある例会だと思いス 

マイルします。 

③  青島 直久 君 

8 月 27 日（日）の地区社会奉仕セミナー開催にあたり 

吉田会長をはじめ地区役員の皆様、クラブの皆様には 

大変お世話になりました。また当日には仲野和則君を 

はじめ 11 名の皆様のメンバー方に応援に来て頂きあ 

りがとうございました。大変助かりました。また、大 

石訓永君には当日のメインタイトル、来賓名札、講演 

題目等を書いて頂きありがとうございました。お世話 

になりました全ての皆様に心から感謝申し上げます。 

④  吉元 義久 君 

先日の納涼例会では直前会長賞が当たりました。やや 

持て余し気味ですが今後使わせて頂きます。有難うご 

ざいました。又、ゴルフコンペではメンバーの皆様と 

楽しく回らせて頂き吉田会長からのたっぷりのコー 

ス攻略法の説明も頂きニアピン賞を 2 つ取ることがで 

きました。次回は優勝目指して頑張りたいと思います 

ので又宜しくお願いします。 

⑤  深沢 英雄 君 

来たる 10 月 1 日（日）に第 19 回オータムフェスト in 

やいづが開催されます。今年は焼津南 RC と合同でポ 

リオ撲滅キャンペーンを会場内で行います。つきまし 

ては例年以上のご協賛、ご協力をお願いします。 

⑥  岡村 延昌 君 

本日の静岡東・静岡北ロータリークラブのガバナー公

式訪問で 49 クラブの訪問が終了します。これから後半

戦に入ります。私は主に山梨県を訪問しておりますが、

山梨県人の気質と言うか、ものすごい熱い思いを感じて

おります。毎回様々な方々と出会い、勉強をさせて頂い

ており、感謝を込めてスマイルさせて頂きます。皆様も

ぜひ機会があればガバナーと随行して各クラブを見て

頂ければなあと思います。 

 

★卓話 

（クラブフォーラム会員増強維持委員会） 

卓話者 

国際ロータリー第 2620 地区 

会員増強維持委員会 

委員長 高杉 光洋（たかすぎ みつひろ） 君 

 

演題 「会員増強について」 

 

高杉委員長より地区の会員増強について、成功 

事例について会員増強することによるメリッ 

トをスライドにて説明頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

8月10日 

M-UP 

確定 

出席率 

8月 31日 
55 

(55) 
42名 76.36% 2名 83.64% 

★メークアップ 
金丸 好孝 君 

（ガバナー公式訪問同行 藤枝・藤枝南ＲＣ） 

八木 利樹 君 （藤枝南ロータリークラブ） 

 

★ガバナー公式訪問の様子 
   「８月２８日～９月ＸＸ日 期間」 

８月２８日（月）大月ロータリークラブ 

都留ロータリークラブ 

 (会場：濱野屋) 

  松村友吉ガバナー、倉嶋伸康地区幹事 

金丸好孝地区副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月２９日（火）河口湖ロータリークラブ 

富士吉田西ロータリークラブ 

（会場：富士レークホテル) 

  松村友吉ガバナー、岡村延昌地区筆頭副幹事 

  深沢英雄地区副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月３０日（水）甲府北ロータリークラブ 

甲府城北ロータリークラブ 

（会場：常磐ホテル) 

  松村友吉ガバナー、岡村延昌地区筆頭副幹事 

  深沢英雄地区副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月３１日（木）静岡東ロータリークラブ 

静岡南ロータリークラブ 

（会場：ホテルアソシア静岡) 

  松村友吉ガバナー、倉嶋伸康地区幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１日（金）韮崎ロータリークラブ 

北杜ロータリークラブ 

（会場：ホテル舟山) 

  松村友吉ガバナー、倉嶋伸康地区筆頭副幹事 

金丸好孝地区副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


