
例会日／毎週木曜日 12:30～13:30  
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★会長挨拶       吉田 典充 会長 
こんにちは。本日は 2

点、報告があります。 

1点は分区編成の見直

しについて来年度から

スタートする予定です。

三島・伊豆地区を静岡第

１グループ、沼津・御殿

場・富士宮地区を静岡第

２グループ、静岡市内を

静岡第３グループ、焼津・磐田を静岡第４グループ、浜

松地区を静岡第５グループに分けるとの事です。 

基本的な考えは、会員数の減少傾向が続く中、クラブの

活性化や各クラブが目指す新たなチャレンジを実現し、 

各クラブの適正な規模を保つということと、近隣クラブ

との密接な関係構築をし、クラブの活性化をはかるとい

うことです。 

2 点目は 7 月 9 日（日曜日）グランシップにてロータ

リー財団セミナーに出席しました。ロータリー財団は

1917 年アトランタ国際会議にて当時会長のアーチ・C・

クランク氏が「ロータリーが基金をつくり、全世界的な

規模で慈善・教育・その他社会的奉仕分野で何かよいこ

とをしようではないか」と提案して財団を作るきっかけ

となった。くしくも本年もアトランタの地で国際大会が

開かれ 100 年が経過したとのことです。 

地区補助金ですが、当クラブは計画 630,720 円に対し、

補助金 300,000 円申請して 272,200 円の決定を受けまし

た。 

財団寄付の件ですが、ロータリーのオリコカードがあ

り加入している方もおりますが、当クラブの加入率は

48%です。まだ未加入の人はぜひ加入してください。ス

タンダードで 0.3%・ゴールド、法人カードは 0.5%が財

団に寄付されますのでお願い申し上げます。 

昨年は 5000 万ほど財団に寄付されたとの事です。 

 

 

 

 

 

★焼津南ロータリークラブ会長挨拶        

焼津南ロータリークラブ 大川 鉄男 会長 

こんにちは。 

焼津南ロータリークラ

ブ第 42 期を任せられま

した大川鉄男です。前年

度、焼津南は改革の一年

でした。本年度も例会は

月 3 回を基本に活動し

てまいります。今年度は

焼津ロータリークラブ

から輩出されたとの事

で、大変な年だと思っております。地区大会実行委員長

の大石様から要請があり、焼津南ロータリークラブも全

面的にご協力させていただきます。加えて、ポリオ撲滅

キャンペーンということで新たなチャレンジというこ

とで 10 月 1 日のオータムフェスタ in 焼津のイベントの

際に参加させていただく予定です。さらにふれあい広場

の際にもＰＲ活動を行う予定です。地区補助金に対して

今年度は「いちごの会」に対しての補助金事業を行う予

定です。一年間、どうぞよろしくお願いします。 

★幹事報告     幹事  福﨑 正展 君 

・本年度のクラブ計画書を配布させていただきました。

来週の第３例会もクラブ計画書を資料として使うの

で、必ず持参してきてください。 

・地区より分区編成見直しについての連絡が入りまし

た。皆様に配布させていただきましたのでご確認くだ

さい。 

・ガバナー月信が届いております。 

 

 

 

 

 

 

 

第２７６７回 例会・通常総会 クラブ協議会 

 平成２９年７月１３日（木）１２：３０～  雨  
SongLeader  親睦活動委員会 豊島 恒之 君 

            ♪それでこそロータリー ♪我は海の子 

Guest     焼津南ロータリークラブ 会長 大川 鉄男（おおかわ てつお）君 

幹事 辻 満里子（つじ まりこ）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２回 



★委員会報告・同好会報告 

地区社会奉仕委員会 青島 直久 委員長 

・8 月 27 日(日)に地区の社会奉仕セミナーが開催されます。 

 当日の設営及び運営について、地区の幹事、副幹事の皆様、

焼津ロータリーククラブのメンバーのご協力を宜しくお願

いします。 

グルメ同好会 青島 直久 君 

・4 日、10 日２回に分けて静岡市の「KAWASAKI」さんで開

催し、25 名の方に参加頂きました。ありがとうございました。 

ゴルフ同好会 福﨑 正展 君 

7 月 29 日（土）静岡カントリー袋井コースで今年度第 1 回目

のゴルフコンペを開催いたします。まだ空きがありますので、 

参加されたい方がいるようでしたら私の方まで声をかけてく

ださい。 

 

★その他報告 

 吉元 義久 君 

・先週の金曜日にサッポロ会という会合がありましてご参加頂

きましてありがとうございました。 

・普段は樽のみの販売ですが、今年も限定で缶ビール「静岡麦

酒」が発売中です。今日は皆様にプレゼントさせていただき

ます。 

 

★会員のお慶び  村松 英和 委員長 

 
【本人誕生祝】 

〇中山 晃一 君(S39.7.11) 

〇増田 一郎 君(S23.7.17) 

【結婚記念日】 

〇西野 了史 君（H10.7.19) 

【夫人誕生祝】 

〇浅原 博  君（秀子様）(7.3) 

〇伊東 良洋 君（孝子様）(7.8) 

〇吉田 雄一 君（あい子様）(7.13) 

【入会記念日】 

〇多々良 匡 君（H4.7.2) 〇池谷 和正 君（H27.7.2) 

〇石田 江利子君（H27.7.2) 〇鈴木 啓央 君（H17.7.7) 

〇清水 誠一 君（H23.7.7) 〇村田 昌弘 君（H23.7.7) 

〇吉田 典充 君（H23.7.7) 〇八木 利樹 君（H28.7.7) 

〇西野 了史 君（H28.7.7) 〇豊島 恒之 君（H28.7.7) 

〇石田 祐樹 君（H28.7.7) 〇奥川 将之 君（H21.7.9) 

〇藤原 明  君（S35.7.11)〇村松 孝保 君（H13.7.12) 

〇水野 康男 君（H7.7.13) 

【創立記念日】 

〇寺岡 襄  君 磯自慢酒造(株)(H2.7.1) 

〇芳村 正樹 君 (株)サンロフト (S43.7.1) 

〇岡田 好史 君 (株)清水銀行 (S3.7.1) 

〇藤島 祥人 君 ゼンセイ(株)(H25.7.5) 

〇村松 英和 君 魚市静岡魚市(株)(S50.7.11) 

〇石田 祐樹 君 (株)藤枝ＭＹＦＣ(H21.7.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告    村田 昌弘 君 

 

①  薮崎 二三男 君 

7 月 6 日、焼津ロータリークラブの新しい年度がスタ

ートし、焼津神社でのおごそかな式典、続いて焼津商

工会議所をお借りしての例会、参加出来てよかったで

す。私の 4 月の下血緊急入院で 4 日間輸血し、その後

3ケ月間が過ぎての 7月 11日に主治医の検診も異常が

ありませんでした。松村友吉ガバナー年度、今年度も

皆出席が望めそうです。進んでスマイルします。 

②  小原 照光 君 

本（株）コハラ空手道部は 7 月 1 日の東日本実業団空

手道選手権に団体組手の部に静岡県で唯一エントリ

ーしました。試合結果ですが、一回戦は東京特別区に

対して 3 勝 1 敗で大将戦を残して快勝しました。 

二回戦は優勝候補の一角警視庁 A に対して 2 勝 2 敗 1

引き分けで試合内容は押していたので勝利したと思

いましたが、総得点が 2点及ばず敗れてしまいました。

来年は優勝を目指します。先週の例会で朝顔を 2 鉢頂

きました。ありがとうございました。 

③  吉田 典充 君 

1 年間、福﨑幹事はじめ理事、委員長及び皆様のお力

を借りながら頑張りますので宜しくお願い申し上げ

ます。 

④  浅原 博 君 

クラブ管理運営委員会を今期務めさせていただきま

す。一年間よろしくお願いします。 

⑤  近藤 吉典 君 

本年度ＳＡＡを担当させていただきます。一年間よろ

しくお願いします。 

⑥  村松 英和 君 

親睦委員長を一年間務めさせて頂きます。皆様のご協

力よろしくお願いします。 

 

★通常総会         議長 吉田 典充 君 

 

決算・監査報告・予算（案）の審議について 

 

☆定足数の確認・・・会員総数 55 名 本日出席者数 36

名で細則の 3 分の 1 を満たす出席により本会議が有効に

成立することが福﨑正展幹事より報告されました。 

 

☆第１号議案 

 ・前年度会計（代行）の村松直行前年度幹事が前年度 

決算報告を行いました。 

 ・前年度会計監査の吉田雄一君によって適正に会計処 

理処理されたことを報告しました。 

 

☆第２号議案 

・本年度予算案は吉田雄一会計理事が欠席のため、福﨑 

幹事により会員に対して説明されました。 

 

吉田議長がそれぞれの議案の可否を会員に諮ったと 

ころ満場一致にて可決承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★クラブ協議会 

 （事業計画説明及び・就任挨拶） 

会員組織委員会        水野 康男 委員長 

吉田年度の活動方針の趣旨を理解し協力していきます。 

１年間、どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

会員増強委員会        曽根 広之 委員長 

今年度の会員増強目標は 5 名です。目標達成にあたり、皆様の

ご協力をぜひ頂きたいと思っております。 

１年間、どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

クラブ管理運営委員会     浅原 博 委員長 

主な事業はクラブ内の主導で動く委員会をサポートします。 

清水君とともに頑張ってまいります。 

１年間、どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

副幹事挨拶          清水 誠一 副幹事 

1 年間準備を進めながら頑張ってまいります。 

１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

親睦活動委員会        村松 英和 委員長 

委員会メンバーとともに運営を行ってまいります。 

今年度は花見を開催したいと思っております。 

１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム委員会       杉本 昭 委員長 

最強の委員会メンバーとともに運営を行ってまいります。 

ガバナー年度ということｄ地区の動きを配慮させていただき

ながら運営してまいります。 

１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

公共イメージ向上委員会   芳村 正樹 委員長 

今年度はポリオ撲滅キャンペーンを行いたいと思いま

す。１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会      石田 江利子 委員長 

メンバーとともに頑張ってまいります。 

１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場監督         近藤 吉典 委員長 

1 点だけ無断欠席だけはないようによろしくお願いし 

ます。１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

6月22日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 13日 
55 

(54) 
34名 62.96% 1名 94.44% 

★メークアップ 
藤島 祥人 君 （第 3回次期ガバナー補佐会議） 

 

 

 

 


