
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学生奨学金授与 

カウンセラーの青島直久君より米山記念奨学生の紹介 

ナン イチエンさん 25 歳 中国 

ナン イチエンさん あいさつ 

 

 

 

 

中山晃一君から挨拶 

 

塩川 彰 幹事 

 

・メールで送信できなかった会員に委員会活動最終報告書を印 

刷したものを本日お渡ししました。 

・この自粛期間のロータリー活動報告が RI の財団室から届い

ております。回覧致します。 

 

 

               村田 昌弘 副幹事 

 

･例会終了後、第 1 回理事会を開催いたしますので、 

次年度役員・理事の皆様ご出席をお願いします。 

・7 月例会案を配布させていただきました。 

 

焼津グランドホテルが利用できないため、場所は未定とな 

っております。 

・7 月の第 1 例会は、こちら焼津神社で開催予定です。 

ネクタイ着用で出席お願いします。 

 

柴田  英典  君  

本人誕生祝 
深沢 英雄 君(S33.4.10)  久保田 倫生 君(S42.4.15) 

村松 英和 君(S46.4.21)  村田 昌弘 君(S33.4.22) 

大石 訓永 君(S17.4.25)  塩川 彰  君(S41.4.26) 

藤島 祥人 君(S42.4.26)  青島 直久 君(S24.5.5) 

西野 了史 君(S50.5.18)  橋本 喜史 君(S9.5.19) 

浅原 博 君(S23.5.28)  清水 誠一 君(S39.6.3) 

倉嶋 伸康 君(S19.6.16) 坂本 繁  君(S34.6.20) 

見原 範彦 君(S61.6.25) 吉田 典充 君(S28.6.27) 

結婚記念日 
村田 昌弘 君(S59.4.30) 久野 匠一 君(S49.5.2) 

豊嶋 孝一 君(H2.5.3)  岩田 州男 君(H21.5.5) 

片岡 征哉 君(H2.5.6)  鈴木 啓央 君(H4.5.17) 

中島 忍 君(H16.5.23)  浅原 博  君(S43.6.1) 

永田 貴三 君(H25.6.7) 村松 直行 君(H6.6.11) 

夫人誕生祝 
増田 一郎 君(明美様)(4.9) 

清水 誠一 君(佳代子様)(4.12) 

中野 弘道 君(房子様)(4.21) 

村松 直行 君(里香様)(4.29) 

第 2887 回例会(第 32 回) 最終 例会 会長・ 幹事 退任挨拶 

  6 月 20 日(木)13:00～ 場所：焼津神社 月冰殿  

司会  塩川 彰 幹事 

ソングリーダー 親睦活動委員会 豊嶋 孝一 君 ♪奉仕の理想 

ゲスト     米山記念奨学生 静岡県立大学 修士課程 ナン イチエン さん 



久野 匠一 君(安津子様)(5.2) 

豊嶋 孝一 君(しおり様)(5.3) 

藤島 祥人 君(眞由美様)(5.23) 

松村 友吉 君(友子様)(6.21) 

入会記念日 
見原 健司 君(H30.4.12) 塩川 彰  君(H25.4.18) 

高橋 幸弘 君(H31.4.18) 原﨑 宗典 君(H31.4.18) 

杉本 昭 君(H20.4.24)  佐久間 博之君(H31.4.25) 

倉嶋 伸康 君(H9.5.1)  深沢 英雄君 (H21.5.28) 

創立記念日 
浅原 博 君(H1.4.26) (株)シンエー 

石田 江利子 君(S47.5.10) (株)石田ガラスサッシ販売 

中山 晃一 君(S60.5.24) (株)ミヤギコーポレーション 

青島 直久 君(S17.5.26) 青島ポンプ工業(株) 

清水 誠一 君(S38.6.1) (株)清水一級建築設計事務所 

村松 孝保 君(S36.6.6) (株)大洋アレスコ 

坂本 繁  君(H30.6.6) (株)ふるはあと 

増田 一郎 君(S37.6.10) (株)カネヤマ水産 

岡村 延昌 君(S42.6.15) 岡村建設工業(株) 

高橋 幸弘 君(S36.6.28) (株)三幸 

 

 

山竹 葉子 君 

鈴木 啓央 君 

本日最終例会を迎え、なんとか会長・幹事の任を終えること 

ができました。任期中、皆様の多大な協力、また温かい励ま 

しのお言葉を頂きましたことに心から厚く感謝申し上げま 

す。本当にありがとうございました。 

中山 晃一 君 

コロナの影響で経済、産業と大きなダメージがありますが、 

必ずまた元気な生活に戻り多くの人達の幸せが訪れる事を 

大きく願ってスマイルさせて頂きます。 

久野 匠一 君 

コロナ流行直前、ニュージーランドのマウンテン・クック大 

氷河を楽しんできました。弊社もテレワークが始まり、事務 

所が広々としました。 

山竹 葉子 君 

かつて無い社会状況の中で大きな影響もなく過ごせている

自分をかえりみつつ、危険と隣あわせているエッセンシャルワ

ーカーの方々に感謝する日々です。1 年間ありがとうございま

した。 

吉田 典充 君 

6 月 3 日（水）に静岡第一テレビで夕方放送している「エブリ

イ静岡」にて当組合が取り上げられました。これは、社会貢献

の一環として医療従事者、介護従事者等にコロナウイルス対応

感謝として、希望施設に牛乳無料配布したことが取り上げられ

ました。ロータリー精神の地域貢献、奉仕を行えたことは大変

喜ばしいことでした。 

 

永田 貴三 君 

1 年間、ご協力ありがとうございました。 

 

豊嶋 孝一 君 

サッポロビール静岡工場が去る 4 月 23 日竣工 40 周年を迎えま

した。工場建設当時からこれまで永きにわたって焼津の皆様に

企業活動や工場運営にご協力、ご支援頂いた賜物であり、深く

御礼申し上げます。残念ながら会社内外のイベントについては

いまのところ開催しておらず、従業員に対してもメールで感謝

の意を伝えるのみで留まっておりますが、40 年の重みと有難

みを皆、かみしめております。これからも応援宜しくお願い致

します。 

金丸 好孝 君 

1 年間、ありがとうございました。 

 

 

 

清水 誠一 君 

去る 4 月 29 日に、享年 88 歳で母が逝去し、近親者にて葬儀を

執り行いました。つきましては、クラブ並びに会員の皆様より

ご弔意を賜りまして、誠に有難うございました。お陰をもちま

して、6 月 6 日に四十九日法要を相営みましたことを報告申し

上げ、スマイルさせて頂きます。 

石田 江利子 君 

青少年奉仕委員会の委員長として委員会の皆様にお支え頂き、

何かと一年務める事ができました。委員長のお役を頂き、多く

の事を学ばせて頂きました。ありがとうございました。 

浅原 博 君 

一年間お世話になりました。 

村松 直行 君 

本年度米山委員会 委員長を務めさせて頂きました。米山委員

長の職は外れましたが、これからも米山の委員会事業につきま

しては、色々とお手伝いさせて頂こうと思っております。一年

間ありがとうございました。 

芳村 正樹 君 

1 年間いや数年間委員長を務めさせて頂きました。沢山の活動

に参加しながら勉強させて頂きました。ありがとうございまし

た。 

見原 健司 君 

ようやく 6 月 27 日に J3 リーグが開幕します。コロナウイルス

の影響で無観客のスタートとなりますが、優勝、J2 昇格を目

指して頑張りますので、応援宜しくお願いします。 

 

 

 

 

あさがお同好会         大石 訓永 君 

7 月 2 日が次年度第１回目の例会の際に、朝顔を 70 鉢用意で

きましたので、皆様に配布させていただきます。来年も頑張っ

て朝顔を咲かせていきたいと思います。一年間、ありがとうご

ざいました。 

グルメ同好会          青島 直久 君 

コロナの影響で後半は開催できませんでしたが、来年度もまた、 

企画していきますので、どうぞよろしくお願いします。 

一年間ありがとうございました。 

ゴルフ同好会          吉田 典充 君 

今年は、１回しかできませんでしたので、予算も少し余ったの

で、来年度に繰り越して、何度か開催させていただきます。 

一年間ありがとうございました。 

日本酒同好会          水野 康男 君 

３月に予定していましたが、開催できませんでした。 

来年度、また企画させていただきます。 

一年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会長・幹事の退任挨拶  村田 昌弘 君 

 

幹事退任挨拶     幹事 塩川 彰 君 

年度内の三分の一のロータリー活動期間が休止という異常事

態で、前例のない判断を下さなければならない機会が多々あり

正直苦慮しました。諸々思い悩んでいる時にクラブの仲間から

励ましや慰めを頂戴し大変ありがたく思いました。改めて焼津

ロータリークラブの友情を痛感しました。 

また、ピアノ伴奏の小泉さんには司会台の後方から「頑張れ」

と優しい励ましの声かけ頂き、事務局の飯田さんにはクラブ運

営の適切な助言のみならず、見苦しい愚痴まで付き合っていた

だき大変恐縮でした。ありがとうございました。 

会長におかれましては私の意見を尊重していただき、間違いが

あっても叱責せずなだめてもらい、未熟な自分を常にフォロー

していただきました。 

7 月のガバナー公式訪問時の会長挨拶で「ボスとリーダー」の

話をしました。私にとって、鈴木会長は正に「リーダー」その

ものでした。 

最後にこの時期にクラブの幹事を託され、例年にはない経験が

出来たことは今後の糧となることは間違いありません。また、

クラブの皆様に支えられてクラブ運営ができたことに大変感

謝いたします。 

一年間ありがとうございました。 

 

鈴木 啓央 会長 

あっという間に１年が過ぎ、本日最後の会長挨拶をさせて頂くこととな

りました。 

新型コロナウイルス蔓延という世界的な災禍により、３月からの４ヶ月

間例会を開くことができませんでした。 

毎週木曜日の昼間に例会ということが、ともすると面倒に感じられたこ

ともありましたが、入会から１０数年経過する間に木曜日＝例会、とい

うことがすっかり生活の一部となっていたことに、休会が続いたことで

改めて気づくことができました。 

毎週皆さんにお目にかかって親しくお話をさせていただくことが、どん

なに自分にとって楽しみであったか、またどんなに大切なことであった

かということに気づくいい機会でもあったように思います。コロナによる

緊急事態宣言で長い間外出自粛が続き、人との接触が思うようにで

きないことが如何にストレスとなるか今回痛感しました。 

もちろん、一日も早くコロナ騒ぎが収束して平穏な世の中に戻ること

が最も大切でありますが。 

私自身、素より浅学菲才で、到底会長の重責を担う器ではありませ

んが、理事の皆様、委員長の皆様をはじめメンバーの皆様のお力添

えを戴き、なんとか１年が過ぎ、本日の最終例会を迎えることができま

したこと、洵に有難く衷心より厚く御礼申し上げます。 

特に塩川幹事には、全くあてにならない会長の盾となり、また細やか

な運営・資料作成など本当に多岐にわたる業務を完璧にこなしてく

れました。茲に改めてお礼を申し上げたいと存じます。 

昨年７月会長の任期が始まったとき、１年間やり続けようと決めたこと

が２つありました。１つは、毎回欠かさず会長挨拶をすること、もう１つ

は少額ではありますが例会毎必ずスマイルをすることです。２月まで

はなんとか続けてきましたが、３月から休会が続き残念ながら２つとも

達成することは叶いませんでした。 

毎週挨拶すると決めると、挨拶ネタを探さなければならないため、常

にアンテナを張る状態となりいろんなことに気づいたり知ることができ

ました。 

また、スマイルするネタを探して１週間を振り返ると、ことの大小はある

ものの自分がいろんなことに恵まれていることに気づくことができまし

た。 

この２つはお勧めなので、是非皆さんも試してみてはいかがでしょう

か。 

最後に、メンバーの皆さん、事務局の飯田さん、エレクトーンの小泉さ

んに改めてお礼を申し上げ、会長退任にあたってのご挨拶とさせて

いただきます。 

本当に皆さん１年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

月  日 

M-UP 

確定 

出席率 

6月 18日 
55 

(55) 
47名 85.45% - - 

 

 

 

 

ありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


