
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 
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★会長挨拶 吉田 典充 会長 

10 月 1 日（日曜日）で

すが、本年度ガバナーよ

り重点目標である END 

POLIO 募金活動を公共イ

メージ向上委員会主催

において焼津旧港ツナ

コープ前で開催致しま

すので当日はメンバー

多数のご出席をお願い

致します。 

詳しい内容は後ほど芳村委員長より説明がありますの

でよろしくお願い致します。 

本年ガバナー輩出クラブとして、グローバル補助金の

活用ができないものか、松村友吉ガバナーとも話し合い

を持ちましたが、相手先に何かを寄付すればいいもので

はないということが判明し、相手先の要望とそれによっ

て経済的波及があるものが必要である等の条件がある

との事です。本日、講師としてお招きしたロータリー財

団委員長曽根眞人様にお話をお聞きし、来年度以降の事

業の一つとして考えたいと思います。 

 

★理事会報告    幹事  福﨑 正展 君 

・クールビズの期間ですが 10 月末まで延長となりまし

た。それに伴い、来週のガバナー公式訪問例会の服装

もクールビズとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★幹事報告     幹事  福﨑 正展 君 

・本日例会後に理事会を開催致しますので、役員・理事

の方、ご出席を宜しくお願いします。 

・新会員 2 名の入会が承認されました。来週入会式とな

ります。 

皆様に配布させていただきましたロータリーの友に松

村友吉ガバナーの紹介文が掲載されております。 

内容は吉田会長が寄稿されましたのでぜひ、読んでみ

てください。 

 

★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）、焼津旧港にて地元のイベントオータムフ

ェスト in やいづが開催されます。その中でブースをお借り

して END POLIO キャンペーンを行います。 

 本日、出欠席をとらせて頂いております。 

時間は 9 時 30 分から 16 時までとなります午前中のみ、午

後から等少しの時間でも構いませんのでご参加の程、宜し

くお願いします。 

地区報告 倉嶋 伸康 地区幹事 

・本日は、曽根眞人地区ロータリー財団委員長の卓話というこ

とでご来訪ありがとうございます。 

・ガバナー公式訪問ですが、本日の浜松南、浜松北ロータリー

クラブ合同例会と来週の焼津・焼津南ロータリークラブ合同

例会を残すだけとなりました。 

・11 月 12 日の地区大会の準備を地区大会実行委員会が中心と

なって進めております。皆様引き続きご協力の程、宜しくお

願いします。 

 

 

 

第２７７７回 例会（国際奉仕委員会クラブフォーラム） 

 平成２９年９月２８日（木）１２：３０～ 晴   
司会     福﨑 正展 幹事 

SongLeader  親睦活動委員会 村松 英和 委員長 

  ♪手に手つないで ♪千曲川 

Guest     国際ロータリー第 2620 地区ロータリー財団委員会 

委員長 曽根眞人（そね まこと）様（富士山吉原ロータリークラブ） 

       国際ロータリー第 2620 地区ロータリー財団委員会 補助金小委員会 

中村 幸夫（なかむら ゆきお） 様（焼津南ロータリークラブ） 

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１２回 



 

★ベネファクター記念品贈呈  

  吉田典充会長が本年度

1000$寄付されましたのでロ

ータリー財団からベネファク

ター認証され、記念品が届

いておりますので贈呈式を

行います。曽根眞人委員長

より記念品の贈呈させていた

だきます。 

 

★会員のお慶び    村松 英和 君 

【本人誕生祝】 

寺岡 襄 君(S2.10.1) 

増田 泰久 君(S23.10.1) 

曽根 広之 君(S44.10.2) 

佐藤 秀裕 君(S45.10.11) 

 

【結婚記念日】 

多々良 浩吉 君(S38.10.6) 

増田 泰久 君(S53.10.7) 

近藤 吉久 君(S47.10.10) 

 

【夫人誕生祝】 

水野 康男 君（安代様） (10.11) 

大石 訓永 君（昌子様） (10.12) 

 

【入会記念日】 

久保田 好一 君 (S51.10.1) 

小原 照光 君 (H27.10.1) 

曽根 広之 君 (H27.10.1) 

永田 貴三 君 (H27.10.1) 

福﨑 正展 君 (H24.10.4) 

大石 博之 君 (H17.10.6) 

岡村 延昌 君 (H16.10.7) 

中山 晃一 君 (H25.10.10) 

 

【創立記念日】 

大石 訓永 君 （株）トマル水産 (S55.10.1) 

吉田 典充 君 静岡牛乳（協） (H9.10.1) 

池谷 和正 君 （株）薫華 (H22.10.1) 

吉元 義久 君 サッポロビール（株）静岡工場(S54.10.1) 

西野 了史 君 （株）成了エレクトライン (H19.10.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告  岡村 延昌 委員長 

①  松村 友吉 君 

22～24日の 3日間韓国で開催された韓日親善会議に松

村友吉ガバナーと、岡村延昌地区筆頭副幹事と出席して

きました。 

本来の目的である地区大会に RI 会長代理として来て

いただく小沢一彦氏にお会いし、お願いとお礼を伝える

ことができました。 

地区大会はリラックスしてやって下さいとの言葉を

頂きました。地区大会は頑張りましょう。 

スマイルします。 

 

 

②  この指止まれスマイル 

ロータリー財団委員会委員長曽根眞人君のご来訪を歓

迎致します。奥川将之君、諸田洋之君、芳村正樹君、大

石訓永君、青島直久君、岡村延昌君、村田昌弘君、水野

康男君、福﨑正展君、近藤吉典君、山中一成君、吉田典

充君、寺岡襄君、藪崎二三男君、村松孝保君、倉嶋伸康

君、村松英和君、西野了史君、石田江利子君、橋本喜文

君、清水誠一君、中山晃一君、塩川彰君、曽根広之君、

増田一郎君、村松直行君、焼津南ロータリークラブ中村

幸夫君からスマイル頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★卓話 

（国際奉仕委員会クラブフォーラム） 
 

国際ロータリー第 2620 地区ロータリー財団委

員会 

委員長 曽根眞人（そね まこと）様 

（富士山吉原ロータリークラブ） 

 

グローバル補助金

の入り口でありますロ

ータリー財団とはどの

ようになっているのか、

それと今、ロータリーク

ラブは変わろうとして

おります。国際的にはか

わりつつあります。日本

は変わり切れていないとのことでこのあたり近況

とロータリー財団の位置づけについてスライドに

てご説明をいただきました。 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

9月14日 

M-UP 

確定 

出席率 

9月 28日 
55 

(55) 
42名 76.36% 8名 90.57% 

 

★メークアップ 
藤原 明 君 （静岡北ロータリークラブ） 

松村 友吉 君 

（ガバナー公式訪問 笛吹・山梨ＲＣ） 

岡村 延昌 君 

（ガバナー公式訪問同行 笛吹・山梨ＲＣ） 

深沢 英雄 君（焼津南ロータリークラブ） 

山竹 葉子 君 （校長会と語る会） 

金丸 好孝 君 

（ガバナー公式訪問同行 笛吹・山梨ＲＣ） 

池谷 和正 君 （地区補助金事業） 

藤島 祥人 君 

（ガバナー公式訪問同行 浜松ＲＣ） 
 


