
 

株式会社アンビア 松永社長様より 

焼津では新型コロナワクチン接種向上のため、タクシーの送迎

が無料で利用できます。資料を配布いたしました。その際は、

ぜひ、アンビアタクシーをご利用ください。 

 

 

 

杉本 昭 会長 

 

  今日は 6 月 10 日、今年

度の例会もあと 1 回を残す

のみとなりました。皆様のご

理解とご支援のおかげで、苦

しいコロナ禍の一年を乗り

切ることが出来ました。 

今日は、この一年を振り返り

総括してみます。 

★まず、本年度のスタートに

ついて 

①通常開催される次年度のための地区関連行事が全てキャ 

ンセルになったこと。 

第 4 グループの会長幹事会は開催されましたが、グルー

プ分裂の話題にあがったこと。 

②例会場としていた焼津グランドホテルが使用できず、直前 

にアンビア松風閣に変更になったこと。 

一年間での移動例会は①焼津神社 ②長福寺 ③四川飯店 

(次回)の各 1 回となった。 

③年度スタートに合わせるように地区ガバナーが不在とな 

ったこと。当クラブとは縁深い志田洪顕氏が後任として再 

登場となりました。 

④12 月～2 月までの例会が特別休会を余儀なくされたこと。 

★クラブ組織編成を検討したこと。 

 ①役員と理事、組織の在り方からベテランと中堅の会員から 

起用したい。 

②クラブ運営は万遍なく全員で活動したい。 

③奉仕プロジェクト入会年次の若い会員のパワーを発揮し 

たい。 

★手掛けたこと。 

コロナで活動が制限を受け、クラブの将来につながることに 

的を絞った。 

①地区補助金事業（焼津市こども未来部への貢献） 

②戦略計画委員会設置    （クラブビジョン） 

③定款細則内規見直しプロジェクト（クラブ運営の手引き） 

★例会挨拶データ等の出典元を紹介します。 

①日本の人口：河合雅司（産経論説委員、政府有識者会議委 

員、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ） 

今日本は、先進国のどこも経験していない急速な少子高齢 

化社会に突入麻生副総理の発言物議をかもしたが、政府内 

で議論のあった証 

②江戸の備忘録：磯田道史（静岡文化芸術大准教授、慶應院 

文学研究科博士） 

③私のロータリー：クラブ 60年の歴史と自分の 50 年前の 

RAC 経験から 

★戦略委のアンケートから見えること。 

①若い世代の意欲  

・外に向けた活動に飢えている 

②安定感 

・年齢層の程よい分散が、良いバランスを生んでいる 

③歴史 

・30～80 歳代まで 50 年の世代ギャップが良い方に機能 

★心がけたこと。 

①例会の皆出席 

・例年数回は仕事の都合で欠席、今年は入会時を思い出し 

②会長挨拶 

・テーマを絞り、粗雑な内容にしない心がけ 

③食事 

・全部食べる、残さない（コロナで会話が出来ないことが） 

④毎月のスマイル ・毎月 1 回は欠かさずに 

第 2921 回例会(第 34回) 例会及びクラブフォーラム 

「委員長報告・退任挨拶その２」６月１０日(木) 12:30～ 

司会  村田 昌弘 幹事 

ソングリーダー 親睦活動委員会 中山 晃一 君 

 ♪手に手つないで  ♪サンタルチア 



★周年事業・記念例会の成功に謝意 

①60 周年事業 

 ・例会、名簿、ﾎﾟﾛｼｬﾂ、積志の輪、市子供館、米吉記念館 

②クラブ・例会 

 ・運営の協力に謝意「私のロータリィ･･その 8」 

一年間ありがとうございました。 

 

会員歴 30年以上の会員への記念品授与 

            杉本 昭 会長在

吉田雄一君に記念品を授与しました。 

 

 

村田 昌弘 幹事 

・新会員候補者の会員資格と職業分類資格が適格であるとの 

報告を受け、 理事会でも異議ございませんでしたので本日 

より 7 日間の公示に入ります。詳細はホワイトボートを確認 

ください。 

 

 

村田 昌弘 幹事 

 

・来週の例会は今年度最終例会で移動例会となります。 

場所はご案内のとおり四川飯店で 12 時点鐘、お弁当を持

ち帰りとなります。お間違えの無いようお願いいたしま

す。 

 

 

芳村 正樹 副幹事 

 

・次年度 7 月,8 月の例会プログラムを配布しました。 

7 月第１例会は、焼津神社さんでの祈祷になります。 

12 時集合となります。 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会  吉田 典充 君 

６月２日水曜日、藤枝ゴルフクラブでゴルフコンペが開催され

ました。今年度は 1 回しかできず、懇親会は自粛となりました。

来年度は、もっと開催できるようにと思います。 

 

 

高橋 幸弘 君 

 

本人誕生祝 

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 

 

夫人誕生祝 

松村 友吉 君（友子様）6.21 

 

 

柴田 英典 君 

杉本 昭 君 

60 周年記念例会第 2920 回例会の 6 月 5 日開催に続き、本日 6

月 10 日 10 時からターントクルこども館においてデジタルサ

イネージを中野市長に贈呈できました。ひとえに会員の皆様の

ご支援、特に周年事業実行委員会の皆様の周到な準備、お心遣

いによるものと感謝いたします。お礼の気持ちを込めてスマイ

ル致します。 

 

倉嶋 伸康 君 

創立 60 周年記念例会無事に終了しました。焼津ロータリーク

ラブの歴史に 1 ページを飾れたのではないかと自負しており

ます。実行委員会の皆さん、会員の皆さんご協力ありがとうご

ざいました。尚、本日ターントクルこども館にて市長にご出席

いただき、贈呈式を無事済ませたことをご報告いたします。 

 

岡村 延昌、深沢 英雄 君 

先日の記念例会ではご苦労様でした。おかげさまで無事挙行出

来ましたのも、担当委員会はじめお手伝い頂いた SAA 委員会、

親睦活動委員会そして全メンバーの皆様のご協力の賜と心よ

り厚く感謝申し上げスマイルをさせて頂きます。ありがとうご

ざいました。 

 

久保田好一君、大石訓永君、久野匠一君、 

近藤吉典君、吉田雄一君、橋本喜史君、 

青島直久君 

先週の 60 周年記念例会において、豪華な記念品を頂きまして、

ありがとうございました。心ばかりのスマイルをさせて頂きま

す。 

 

大石 博之 君 

1 年間お世話になりました。来年も宜しくお願いします。 

 

吉田 典充 君 

6月開催ゴルフ同好会コンペにてハンディに恵まれ主催者にも

かかわらず優勝してしまいました。少額ですが、スマイル致し

ます。次年度は 3 回ぐらい開催を予定しておりますのでメンバ

ーの参加をお待ちしております。 



 

 

 

 

 

委員会報告及び委員長退任挨拶 その２ 

 

親睦活動委員会    坂本 繁 委員長 

納涼家族例会、クリスマス家族例会と中止となってしまい、 

残念でしたが、一年間ありがとうございました。 

 

スマイル委員会    柴田 英典 副委員長 

1 年間の累計で 30 万のスマイルを頂きました。 

一年間ありがとうございました。 

 

会場監督       岡村 延昌 委員長 

委員会メンバーの中でローテションしながら例会時に 

一年間がんばってきました。ありがとうございました。 

 

職業奉仕委員会    近藤 吉典 委員長 

4 つのテスト唱和、外部で唯一実行できた座禅例会、講師派

遣は実施しましたが、ほとんどの事業が中止となってしまい

したが、一年間ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員会    村松 直行 委員長 

ほとんどの事業が中止となってしましたが、一年間ありがと

うございました。 

 

国際奉仕委員会     金丸 好一 委員長 

他の委員会同様にほとんどの事業が中止となってしましたが、

一年間ありがとうございました。 

 

青少年奉仕委員会    清水 誠一 委員長 

ほとんどの事業が中止となってしましたが、その中でも地区補

助金を利用して学童施設へのウイルス対策の支援、小川中ほた

る育成支援などが実施できました。一年間ありがとうございま

した。 

 

戦略計画委員会     浅原 博 委員長 

会員皆様へのアンケート、テーブルディスカッションなどを実

施し、貴重な意見を頂き、戦略計画が完成しました。一年間あ

りがとうございました。 

 

60 周年実行委員会   倉嶋 伸康 委員長 

2 年に渡り、記念事業の計画を行い、先週、縮小した形ですが、 

実施することができました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

5月27日 

M-UP 

確定 

出席率 

6月 10日 
54 

(54) 
45名 83.33% 1名 72.22% 

 

松本 祥明 君（地区大会） 


