
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 
 最初に報告事項です。7 月

18 日（木）に焼津南ロータリ

ークラブ例会に出席してきま

した。 

 11 月開催の地区大会への

会員全員登録のお願い及び大

会設営等への参画をご依頼さ

せていただき、大川鉄男焼津

南ロータリークラブ会長も会長挨拶の際に全員でご協

力してくれる事を話されており、窓口として経験豊富な

方を担当者として支援頂けると約束してくれました。本

日来場されました福島ガバナー補佐にも島田ロータリ

ークラブの会員全員登録をお願いしたところです。 

 今日は「男を上げる粋な手土産」というテーマでお話

させていただきます。お客様との会食や会社に訪問する

際に「手土産」を用意することがあります。これはさり

げない相手の方に対する思いやりや、時間を作って頂く

事に対するお礼の意味を込めるためです。 

では粋なオヤジはどうすればいいか？「相手の好みや

趣味に合わせられる事」が一番だと思います。それが相

手に対する「おもてなし」になると思いますので、事前

に一生懸命考えることが大事です。 

ちょっとしたお馴染みの和菓子店や洋菓子店をひい

きに持つこともいいと思います。 

相手の方は、いつも同じ「手土産」を用意すると「あ

の方が来社すると、あれを持って来てくれる」と意外に

喜ばれたりするものです。 

私が大学を卒業して営業部に配属された時に、取締役

が会社訪問時には相手先の女性事務員が休み時間に食

べられるものを用意すれば、その会社の情報が自然に入

手できるとおっしゃっていた事が思い出されます。 

参考までに、当社は商品のクレーム等に対するお詫び

の菓子折りは生物のお菓子を持って行かないようにし

ております。生物の商品で二次クレームにならないため

です。ありがとうございました。 

★委員会報告・同好会報告 

親睦活動委員会 村松 英和 委員長 

・8 月 3 日の家族納涼例会ですが、服装は自由になっておりま

す。7 月 27 日例会終了後 SAA 及び親睦活動委員会のメン

バーはミーティングを行いますのでお集まりください。 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び  佐藤 秀裕 君 
【夫人誕生祝】 

〇豊島 恒之 君（真理子様）(7.25) 

【入会記念日】 

〇村松 英和 君（H23.7.21) 

【創立記念日】 

〇福﨑 正展 君 (株)マルフク(S49.7.26) 

 

★スマイル報告    村田 昌弘 君 

 

①  倉嶋 伸康 君 

RI 第 2620 地区第 5 分区福島ガバナー補佐、市川事務

局長のご来訪心より歓迎致します。ご指導よろしくお

願い致します。7 月 13 日よりガバナー公式訪問が始ま

りました。清水中央 RC、下田 RC、三島 RC、伊豆中央

RC の公式訪問が終わり、本日は御殿場 RC、裾野 RC、

長泉 RC を訪問中です。酷暑の中、ガバナーはじめ副

幹事の皆さん、頑張っております。クラブの皆様のご

支援もよろしくお願い致します。 

 

第２７６８回 例会・ガバナー補佐公式訪問・クラブ協議会 

 平成２９年７月２０日（木）１２：３０～ 晴   
司会     清水 誠一 副幹事 

SongLeader  親睦活動委員会 村松 英和 君 

            ♪我等の生業 ♪夏の思い出 

visitor    国際ロータリー第２６２０地区静岡第５分区 

ガバナー補佐（島田ロータリークラブ） 福島 吉衛（ふくしま よしえ）君 

事務局長  （島田ロータリークラブ） 市川 充宏（いちかわ みつひろ）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 
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②  増田 一郎 君 

7 月 17 日海の日、私が所属する夏目ダンススタジオの

発表会がグランシップで開催されました。アマチュア

パートナーとワルツ、サンバ、先生とルンバと 3 曲踊

りました。先生は一昨年 11 月、我がクラブで卓話を

して頂いたあの夏目寿乃先生です。青島直久君と深沢

英雄君と事務局の飯田さんに応援に来ていただきま

した。まずまず上手に踊れてよかったです。私の踊り

を一度冷やかしに行ってみようかとのお気持ちがあ

りましたら又、声をかけてください（笑） 

③  深沢 英雄 君 

増田一郎さんに招待されて 7 月 17 日に夏目ダンスス

タジオダンスパーティを青島さん、飯田さんと一緒に

見てきました。増田さんのセミプロ級のダンスと先生

方及び全米チャンピオンのダンスに感激したのでス

マイルします。 

④  塩川 彰 君 

今年も“涼”を届けるべく配達スタッフが焼津魚河岸

シャツ着用で皆様に新聞をお届けします。今朝 20 日

の静岡新聞に掲載されましたのでスマイル致します。 

⑤  村松 英和 君 

福島ガバナー補佐、市川事務局長のご来訪、歓迎致し

ます。 

⑥  青島 直久 君 

本年度地区社会奉仕委員会の委員長を務めさせて頂

きます。8 月 27 日(日)13 時より静岡市のあざれあに

て点鐘、セミナーを開催します。皆様のご協力をよろ

しくお願い致します。 

⑦  清水 誠一 君 

今年度副幹事を務めさせて頂きます。１年間どうぞよ

ろしくお願い致します。また、本日は福﨑幹事が所用

のため、幹事見習いとして進行させて頂きます。どう

ぞ温かい目で見守って頂きたく、お願い申し上げます。 

⑧  村松 孝保 君 

ロータリー財団委員長を務めさせて頂きます。一年間

宜しくお願いします。 

⑨  仲野 和則 君 

今年度地区運営委員会の委員長を務めます。よろしく

お願いします。 

⑩  大石 訓永 君 

今年度地区大会実行委員を務めさせて頂きます。メン

バー全員で素晴らしい地区大会にしたいと思います

のでご協力の程、宜しくお願いします。 

⑪  久野 匠一 君 

職業分類委員長を務めます。宜しくお願いします。 

⑫  芳村 正樹 君 

公共イメージ向上委員長を務めさせて頂きます。 

今年は世界ポリオデーキャンペーンがあります。 

皆様、ご協力と一年間宜しくお願い致します。 

⑬  奥川 将之 君 

昨年度に引き続き国際奉仕委員長を務めさせて頂き

ます。一年間宜しくお願い致します。 

⑭  山竹 葉子 君 

青少年方針委員長です。皆様のご協力を頂いて滞りな

く務めたいと思います。一年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

★ガバナー補佐挨拶 

国際ロータリー第２６２０地区静岡第５分区 

福島 吉衛 ガバナー補佐 

こんにちは。静岡第 5 分区、

ガバナー補佐の福島です。 

所属は島田ロータリークラブ

です。どうぞ宜しくお願い致

します。静岡第 5 分区は 9 つ

のクラブが存在しますが、こ

ちらが 7 クラブ目の訪問とな

ります。 

一昨日、榛南ロータリーク

ラブに訪問致しました。 

その際にチャーターメンバー

の方とお話させていただきま

したが、ロータリークラブと

いうのは宣伝をしない組織だ

とおっしゃっておりました。

比較されるライオンズクラブ

は組織、集団としての活動などで宣伝されますが、ロー

タリークラブは一人一人が職業奉仕として頑張ってお

り、集団として宣伝する必要はないと以前にアドバイス

されたとの事でした。ただ、時代も大きく変わっていま

すし、会長テーマでもある「変化をもたらす」と 

いうことで例えば「END PLIO キャンペーン」の実施など

もいい取り組みではないかと感じております。 

 

私事ですが、私も市川事務局長も島田高校の野球部出

身です。実は焼津ロータリークラブの吉田典充会長とも

高校の同級生で同じクラスでした。 

 

１年間どうぞ、宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★クラブ協議会 

（事業計画説明及び・就任挨拶２） 

職業分類委員会        久野 匠一 委員長 

5 年ぶり 2 回目の委員長です。「職業分類審査」「会員選考」

を１年間務めさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

スマイル委員会        岡村 延昌 委員長 

入会以来初のスマイル委員会に配属されました。詳細はクラブ

計画書に記載してありますが、小さな出来事でも気楽にという

ことで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。 

 

 

 

 



 

ロータリー財団・米山委員会  村松 孝保 委員長 

「地区補助金事業の手続き」「財団寄付への推進」「ロータリ

ーカードの普及」と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。 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会       久保田 好一委員長 

（代役）清水 誠一 副幹事 

校長会と語る会、講師派遣、座禅例会、移動例会等の事業を行

ってまいります。１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

国際奉仕委員会       奥川 将之 委員長 

社会福祉法人「春風寮」さんへの支援事業、グローバル補助金

事業の検討を行います。１年間、どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会       山竹 葉子 委員長 

善行賞の募集・表彰、焼津市校長会の開催、その他の事

業を行ってまいります。１年間、どうぞよろしくお願い

致します。 

会計             吉田 雄一 委員長 

クラブの資産、財産の管理と保管、年１回の監査を受け

ることになります。１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区運営委員会        仲野 和則 委員長 

地区の主な行事、ガバナー公式訪問、世界ポリオデープ

ロジェクト、地区大会と、会員の皆様のご支援、ご協力

をお願いします。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 

7月6日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 20日 
55 

(55) 
39名 70.91% 2名 94.44% 

 

★メークアップ 
藤原 明 君 （静岡南ロータリークラブ） 

村田 昌弘 君（地区委員会） 

 

★ガバナー公式訪問の様子 
   「７月１３日～７月２０日 期間」 

 

7 月 13 日(木) 清水中央ロータリークラブ 

(会場：マナーハウスエリザベート) 

  松村友吉ガバナー、倉嶋伸康地区幹事 

  岡村延昌地区筆頭副幹事、永田貴三君 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 18 日(火) 下田ロータリークラブ 

(会場：下田プリンスホテル) 

  松村友吉ガバナー、倉嶋伸康地区幹事、 

藤島祥人地区副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 19 日(水) 三島ロータリークラブ 

伊豆中央ロータリークラブ 

(会場：呉竹) 

  松村友吉ガバナー、倉嶋伸康地区幹事、 

村田昌弘地区副幹事 

 

 

 

 

 

7 月 20 日(木) 長泉ロータリークラブ 

裾野ロータリークラブ 

御殿場ロータリークラブ 

(会場：御殿場高原ホテル) 

  松村友吉ガバナー、金丸好孝地区副幹事、 

藤島祥人地区副幹事 

 

 


