
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 
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★ガバナー、会長幹事会 

例会前にガバナー、会長幹事会が開催され、焼津ロータ

リークラブの活動等についてミーティングが開催され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お客様入場  
松村ガバナー、福島ガバナー補佐、倉嶋地区幹事、浅原

地区筆頭副幹事、岡村地区筆頭副幹事佐事務局長の 5 名

が入場されました。 

 

★会長挨拶 吉田 典充 会長 

10 月 1 日（日）オータ

ムフェスト  in やいづ

2017 イベント内のブー

スにて、公共イメージ向

上委員会を中心に焼津

南ロータリークラブと

合同で「ポリオ撲滅」を

ＰＲし、併せて募金活動

を行いました。 

 

松村友吉ガバナーも参加頂き、静岡新聞の取材も受け、

微力ながらロータリー活動を一般社会にアピールする

ことができたと思います。当日は両クラブのメンバー約

30 名の方も参加され、メンバーの方のご協力も含めて総

額約 4 万円の募金を頂くことが出来ました。参加された

両クラブの皆様、本当にありがとうございました。 

 

10 月 3 日（火）に榛南ロータリークラブ例会に講師と

して招待され、30 分間ほど卓話させていただきました。 

榎田会長から地区大会に全員登録しましたとお話を

頂き、御礼を述べてまいりました。 

 

もう１点は松村友吉ガバナー公式訪問を歓迎致しま

す。まずはお帰りなさい！と申し上げたいです。各クラ

ブ訪問の最後が所属クラブとなりました。本当にお疲れ

様でした。 

焼津ロータリークラブの本年度計画及び進捗状況を

報告する会長・幹事会が先ほど行われました。 

ガバナー、ガバナー補佐、地区幹事の皆様もほっとさ

れ、残るは地区大会ですが、かなり先が見えてきたので

はないでしょうか。 

いつものメンバーに立場は違えと思いながら報告す

るのも何か儀礼的でありましたが、本日の例会は各クラ

ブ訪問を終えてという喜びを共有させていただきたい

と思います。 

 

★幹事報告     幹事  福﨑 正展 君 

・先週の日曜日に開催されたエンドポリオキャンペーン

の様子が静岡新聞に掲載されましたので回覧させて

いただきます。 

第２７７８回 ガバナー公式訪問例会（焼津・焼津南ロータリークラブ合同例会） 

 平成２９年１０月５日（木）１２：３０～ 晴   
司会     福﨑 正展 幹事 

SongLeader  親睦活動委員会 西野 了史 君 

  ♪奉仕の理想 ♪今、潮騒のまち 

Guest     国際ロータリー第 2620 地区ロータリー 

ガバナー   松村 友吉 （まつむら ともよし）様（焼津ロータリークラブ） 

ガバナー補佐 福島 吉衛 （ふくしま よしえ） 様（島田ロータリークラブ） 

地区幹事   倉嶋 伸康 （くらしま のぶやす）様（焼津ロータリークラブ） 

地区筆頭副幹事 浅原 博 （あさはら ひろし） 様（焼津ロータリークラブ） 

地区筆頭副幹事 岡村 延昌（おかむら のぶまさ）様（焼津ロータリークラブ） 

４つのテスト 職業奉仕委員会 久保田 好一 委員長 

 

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１３回 



 

★新会員入会式 
１．新会員紹介 

それぞれのスポンサーから紹介されました。 

柴田英典君  スポンサー 岡村延昌君 

斉藤啓治郎君 スポンサー 岡村延昌君 

 

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 

松村友吉ガバナー 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

★ガバナー講話 
国際ロータリー第 2620 地区 ガバナー 

松村 友吉（まつむら ともよし）様 

 
本日の公式訪問が最後となりました。 

約 2 年半前にガバナーノミニーデジグネートに選出 

され、ここまで走り続けてきました。それも倉嶋地 

区幹事と二人三脚でやってこれた事、加えて地区の 

方に出向して対応頂いている皆様のご支援があった 

らからだと感じております。心より感謝申し上げ 

ます。 

79 クラブに公式訪問された中で印象に残っている 

クラブを紹介頂きました。 

身延ロータリークラブは「点鐘の鐘が梵鐘の形をして 

いる」「点鐘後、日蓮聖人のお墓に向かってお題目を 

３回唱える」「イアンライズリー会長のテーマが掛け 

軸のように縦に掛かれている」など個性的にかつ楽し 

く活動されております。 

パワー浜松ロータリークラブは、若い会員が多く、 

その理由の一つに「設立趣意書に３つの目的①仕事を 

延ばす事 ②交流を深める ③人格を高めると書か 

れている事」「例会は朝 7 時 30 分点鐘」ということ 

で例会に参加し、出社できることで会員が増えている 

のではないかと感じられたそうです。 

焼津ロータリークラブでもこのような事例をぜひ 

参考にされてはどうかとのことです。 

 

イアン・ライズリー会長のテーマである「変化をも 

 たらす」について今回は、現状、国際ロータリーの動 

 きが大きく変化されているとの事で具体的にどのよ 

 うにダイナミックに変わって来ているかご紹介頂き 

 ました。1 つ目としてロータリーの勢力が先進国から 

 発展途上国に変化していること。2 つ目として日本の 

会員は 13 万から 9 万人以下に減少しており、その影 

響が様々な部分にでていること。3 つ目として「END  

PLIO」事業が終了に近づいており、この成功事例を次 

の事業にも活用していくこと。 

このテーマに関連して未来のロータリーを大いに 

考えましょうということの一つの仕掛けとして日本 

では 100 年ビジョン委員会が出来ております。今度の 

地区大会では志田パストガバナーにこのテーマでお

話して頂こうと思っております。 

最後にサンディエゴでの研修を受けた際の講話もお

話頂きました。 

ありがとうございました。 

 

 

★スマイル報告  岡村 延昌 委員長 

①  松村 友吉ガバナー 倉嶋 伸康 地区幹事 

本日の合同例会を持って第 2620 地区内 79 クラブの公

式訪問がすべて終了しました。皆様のおかげで事故やト

ラブルもなく無事終了できました。ありがとうございま

した。 

 

②  仲野 和則 君 

松村友吉ガバナー公式訪問を心よりお喜び申し上げ

ます。7 月 13 日清水中央 RC の訪問を始めとし、本日焼

津・焼津南 RC が最後の訪問とし、2620 地区、79 クラブ

41 会場に公式訪問され、本当にご苦労様でした。また同

行して頂きました焼津 RC 地区担当の皆様、厚く御礼申

し上げます。感謝の気持ちでスマイルさせていただきま

す。 

 

③  この指止まれスマイル 

松村友吉ガバナー、福島ガバナー補佐のご来訪を心より

歓迎致します。柴田英典君、斉藤啓治郎君の入会を心よ

り歓迎します。藤原明君、寺岡襄君、お二人の長年に亘

るご活躍に敬意を表し、感謝申し上げます。 

芳村君、岡村君、村田君、村松（英）君、浅原君、奥川

君、福﨑君、仲野君、清水君、岡田君、近藤君、藤島君、

金丸君、水野君、塩川君、豊島君、吉田君、池谷君、西

野君、村松（直）君、松岡君、山竹君、橋本君、久野君、

多々良匡君、大石（博）君、鈴木（啓）君、深沢君 

からスマイル頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★花束贈呈 
チャーターメンバーの藤原明君、44 年間 100% 

出席の寺岡襄君が退会されるとの事で花束を 

贈呈させていただきます。 

本当にありがとうございました。 

 

藤原 明 君 

チャーターメンバーとして 57 年間、皆様のご 

支援でやってこれたことに熱く感謝します。 

本当にありがとうございました。 

 

寺岡 襄 君 

44 年間、長い間お世話になりました。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

9月21日 

M-UP 

確定 

出席率 

10月 5日 
57 

(57) 
43名 75.44% 4名 75.93% 

 

★メークアップ 
藤原 明 君 （静岡東ロータリークラブ） 

多々良 匡 君（地区補助金事業） 

村田 昌弘 君（ガバナー公式訪問同行 浜松ＲＣ） 

金丸 好孝 君（校長会と語る会） 

 

 

★ガバナー公式訪問の様子 
   「９月１９日～９月ＸＸ日 期間」 

９月１９日（火）磐田・袋井ロータリークラブ 

(会場：磐田グランドホテル) 

  松村友吉ガバナー、岡村延昌地区筆頭副幹事 

金丸好孝地区副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２０日（水）掛川・掛川グリーンロータリークラブ 

(会場：izumoden 掛川) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２８日（木）浜松南・浜松北ロータリークラブ 

(会場：グランドホテル浜松) 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月５日（木）焼津・焼津南ロータリークラブ 

(会場：焼津グランドホテル) 

  

 


