
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 
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★会長挨拶      吉田 典充 会長 

先週は例会を欠席し、

大変申し訳ありません

でした。 

本日、ガバナー補佐訪

問ということでの福島

君がお見えになってお

ります。 

昨年の 1 回目のガバナ

ー補佐訪問も私欠席で

した。 

先週の例会がガバナー補佐訪問例会だったのですが、 

福島ガバナー補佐とは高校の同期ということもあり、 

「それならば 1 週間延期するよ」という言葉を頂き、本

日がガバナー補佐訪問例会となりました。 

ロータリーと同級生の友情によるご考慮、ありがとうご

ざいます。実は、4 月 1 日が妻の誕生日という事で、毎

年どこかに連れて行く事になっており、 

今回は、香港に 4 泊 5 日で旅行に行ってきました。 

ロータリークラブも大切ですが、家族を大切にする事も

大事でそちらを優先させていただきました。 

色々な場所に行ったのですが、店員さんのサービスの中

で笑顔が少なく、食事をしても店員の感謝の言葉もない

場所だなと感じました。改めて日本の素晴らしさを確認

しました。会社で説明する事がありますが、「笑顔はタ

ダです。しかし最高のサービスです」と思います。 

皆様も笑顔を忘れないでください。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

★副幹事報告   副幹事 清水 誠一 君 

①4 月 14 日(土曜日)、2018-2019 年度の地区研修・協議

会が甲府で開催予定です。ご参加頂く皆様にタイムス

ケジュール等の案内を引き出しの方に配布させてい

ただきました。集合、出発は焼津駅に 7 時になってお

ります。自家用車で行かれる方は私までご連絡をくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告 

プログラム委員会 深沢 英雄 君 

5 月 24 日(木)ですが、吉田会長リクエスト例会ということで 

本日、承認を頂きました。三島の米山梅吉記念館視察、ランチ 

は鰻、富士山世界遺産センターに訪問し、帰着は 16 時過ぎを 

予定しております。出欠席をとらせていただきますので、ぜひ 

大勢の皆様の参加をお待ちしております。 

 

 

 

★その他報告 

ゴルフ同好会 福﨑 正展 君 

先日の同好会が雨天順延となり、代替として 6 月 16 日(土)に

開催する予定です。関係者には声をかけさせていただきます

のでご参加の方、よろしくお願いします。 

 

 

第２８０１回 例会 新会員卓話 

       平成３０年４月１２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 

    ♪それでこそロータリー ♪今、潮騒の街へ 

Visitor 国際ロータリー第 2620 地区静岡第 5 分区 

ガバナー補佐      福島 吉衛（ふくしま よしえ）君 

ガバナー補佐事務局長  澤脇 丈博（さわわき たけひろ）君 

服部 由実(はっとり ゆみ) 様 中村 允哉(なかむら のぶや) 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３６回 



 

★会員のお慶び    吉元 義久 君 
 

【本人誕生日祝】 

伊東 良洋 君(S42.4.18) 

斎藤 啓治郎 君(S47.4.17) 

 

【夫人誕生日祝】 

清水 誠一 君（佳代子様）(4.12) 

諸田 洋之 君（久乃様）(4.16) 

 

【入会記念日】 

塩川 彰 君(H25.4.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告   村田 昌弘 君 
 

RI2620 地区静岡第 5 分区ガバナー補佐 福島 吉衛 君 

静岡第 5 分区よりスマイルさせていただきます。  

 

近藤 吉典 君 

創業 100 年を迎える事が出来ました。先輩の努力と皆様

の御支援を賜り、深く感謝しております。社員共々、初

心に帰って、新たな 100 年に向けて歩んでまいりますの

で今後ともご支援の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

松岡 好子 君、村田 昌弘 君、深沢 英雄 君 

4月 9日に私達 3人の還暦祝いを静岡の多可野さんという

居酒屋で行われました。浅原さん、金丸君も来てくれて

プレゼントはありませんでしたが、大いに盛り上がった

のでスマイルします。 

 

吉田 典充 君 

4 月 5 日例会を欠席して誠に申し訳ございません。気持ち

スマイル致します。 

 

日本酒同行会 水野 康男 君 

日本酒同好会の主催で「山中一成さんを偲ぶ会」を開催

致しましたところ、焼津南 RC の 3 名の参加を含め、総勢

20 名で行う事が出来ました。大変ありがとうございまし

た。私は案の定、美味い酒に飲まれてしまい、日本酒同

好会の会長は無理だと痛感しております。 

 

★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 

ガバナー補佐 福島 吉衛 君 

こんにちは。静岡第

5 分区最後のロータリー

クラブ訪問ご挨拶とな

ります。2 月 18 日開催

されたインターシティ

ミーティングには、多数

のお越し頂き、本当にあ

りがとうござました。最

初に昨年からガバナー

補佐を拝命し、第 1 回目から分区再編のお話を進めてき

ましたが、正式に来年度からは第 4 グループとしてスタ

ートとなります。 

2つ目のお話として各分区の IMに参加させていただき

ました。その中で第 4 分区の IM に訪問したらガバナー

補佐が、俳優の石田純一さんと友達ということでゲスト

として来場されておりました。座席が隣になったので

色々なお話をさせて頂き、楽しかったです。 

最後に今後も会員として皆様とのお付合いよろしく

お願い致します。一年間ありがとうございました。 

 

★新会員入会式 
１．新会員紹介 

スポンサーから紹介されました。 

見原健司君  スポンサー 福﨑正展君 

２．バッジ・4 つのテスト贈呈  

国際ロータリークラブ第 2620 地区静岡第 5 分区 

福島吉絵衛ガバナー補佐 

３．所属委員会について 

幹事 福﨑正展 君 

二人の所属委員会は会場監督および親睦活動委員会 

となります。 

４．新会員挨拶 

藤枝 MYFC の見原です。どうぞ、宜しくお願い致しま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員卓話 
 

卓話者 メットライフ生命保険株式会社 

柴田 英典 君 

 

演題「出会い」 
 

色々なご縁を通じ 

てこの焼津焼津ロータ 

リークラブに入会され 

たということで生立ち 

や現在の仕事、先日の 

旅行のお話などを卓話 

されました。 

 

 

 

出席報告 

 

会員数 出席数 出席率 
3月22日 

M-UP 

3/22確

定 

出席率 

4月 12日 
53 

(53) 
33名 62.26% 2名 76.47% 

 

★メークアップ 
青島 直久 君(理事会) 

清水 誠一 君(PETS) 


