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ソングリーダー 親睦活動委員会 大畑 邦明 君 ♪奉仕の理想 ♪糸

四つのテスト 職業奉仕委員会 鈴木 啓央 委員長

第2933回例会(第11回) 12月2日(木)12:30～

年次総会 （12時より食事）

①1月度例会プログラムを配布しました。
新年１回目は、１月１３日夜間例会からスタートになり
ます。２年ぶりに焼津南RCさんと合同での賀詞交換会を
行う予定です。

②次回第２例会も本日同様に１２時からお食事を準備致し
ます。

大石 博之 会長

2021年も今月のひと月あまりを残すのみとなりました。
ロータリーの各委員会の事業も、コロナの影響でなかなか
思うように行なえず、苦戦をした前半ということになりま
した。それでも、今月予定しているクリスマス例会は、久
しぶりにお酒が飲める席を開催することができそうです。
親睦委員会のみなさんには、御苦労をおかけしますが、宜
しくお願いします。
会長幹事会で話を聞いてみますと、やはりどこも同じでコ
ロナのために、例会が開催できないというクラブが多かっ
たようです。中には、例会日にお弁当だけ受け取りに来て、
そこで必要があれば、その機会に打合せをするというクラ
ブもありました。他にも、リモートで開催をしたというク
ラブもあったりで、それぞれに色々と知恵を絞って行なっ
ていたようでした。コロナの感染もほぼ無くなり、今期の
あと半分、どうにかこれから予定している事業はできそう
ですので、各委員会は張り切っていただいて、事業達成を
目指してください。お願いします。本日は以上です。

芳村 正樹 幹事

芳村 正樹 幹事

11月25日に第6回理事会が行われましたので報告します。
①1月度例会プログラムが承認されました。
②ロータリー財団地区補助金事業の寄贈するどんこ船に
つけるロゴの件が承認されました。

③「今、潮騒のまちへ」BGM利用許可の承諾を頂きまし
た。ホテルアンビア松風閣さんがCMを制作するにあた
り、焼津のPRも含めて、利用したいとの使用許可があ
りました。来年春くらいには、CMでお聞きになるかと
思います。

その他、クリスマス家族例会抗原検査の件、第７回理事
会の件、クラブ協議会の件が協議されました。

米山功労者への感謝状の贈呈
米山委員会 青島 直久 委員長

RI2620地区から
第4回米山功労者 久野 匠一君、
第1回米山功労者 塩川 彰君、芳村 正樹君、中山 晃一君
感謝状が届いております。



「本人誕生祝」
永田 貴三 君 (S47.12.3)
吉田 雄一 君 (S22.12.4)
渡仲 康之助 君(S37.12.8)

「夫人誕生祝」
村松 孝保 君 (香代子様 12.5)
永田 貴三 君 (明日香様 12.5)

親睦活動委員会 高橋 幸弘 君

スマイル委員会 佐藤 秀裕 君

鈴木 啓央 君
令和元年7月より始めた焼津神社社務所・参集殿改築
を始めとする整備事業が、去る10月28日に完工致しま
した。多くの皆様のお力添えを頂き事業を終えること
ができましたことは本当にありがたく、心よりお礼申
し上げます。

同好会活動への助成金贈呈
クラブ管理運営委員会 岡村延昌委員長

同好会活動への助成金の贈呈致します。
①日本酒同好会 ②グルメ同好会 ③ゴルフ同好会
④あさがお同好会

11月は、3回の例会があり、出席率79.8%となりまし
た。ロータリー奉仕デーは、29名の方が参加され、
54.7%となりました。引き続き80%越を目指していき
たいと思います。よろしくお願い致します。

会員組織委員会 杉本 昭 委員長

ロータリー財団の地区補助金事業ですが、3日金曜日
に大石会長、芳村幹事、自分の3人で焼津市観光協会
さんのどんこ舟体験に参加してきます。
尚、補助金贈呈式は、来年1月を予定しております。
りました。皆様ありがとうございました。

社会奉仕委員会 金丸 好孝 委員長

クリスマス家族例会19日に開催する予定です。
引き続き、会員の皆様、ご家族の参加申込みをお待
ちしております。抗原検査は、現在の状況により、
ホテル入口及び会場入り口にて実施します。

親睦活動委員会 村松 英和 委員長

大畑 邦明 君
茨城に嫁いだ長女が女の子を出産して賑やかな年末に
なりそうです。

ポールハリスフェローのピンバッチの伝達及び
表彰状の贈呈

ロータリー財団委員会 山竹 葉子 委員長

マルティプル・ポールハリスフェロー
3回目 久野 匠一君
1回目 鈴木 啓央君、大石 博之君

ポールハリスフェロー
金丸 好孝君、石田 江利子君、藤島 祥人君、
小原 照光君、永田 貴三君



杉本 昭 君 （ロータリー奉仕デー）
清水 誠一 君 （ロータリー奉仕デー）
吉田 典充 君 （ロータリー奉仕デー）
山竹 葉子君 （ロータリー奉仕デー）
豊島 恒之君 （ロータリー奉仕デー）
大畑 邦明君 （ロータリー奉仕デー）

会員数 出席数 出席率 11月18日
M-UP

確定
出席率

12月2日 54(53) 40名 75.47% 6名 77.36%

年次総会 進行 芳村 正樹 幹事

先月改定された定款、細則、内規に従い、進行
させて頂きます。焼津ロータリークラブ細則第5
条第1節により、次年度の役員・理事を選挙する
年次総会を開催いたします。本日、資料を配布
させて頂きました。

焼津ロータリークラブ細則第4条第1節により議
長を大石会長にお願いします。

定足数の確認 芳村 正樹 幹事
会員総数54名本日の出席者40名であり、焼津

ロータリークラブ細則第1条の4:定足数で定めら
れた会員総数の3分の1を満たしておりますので
本総会が有効に成立することをご報告いたしま
す。

第1号議案 次年度会長、幹事の選出について
議長 大石 博之 君

次年度2022～2023年度の会長に岡村延昌君、
幹事に奥川将之君を選出致します。
賛成の方は拍手をお願いいたします。

賛成多数により第1号議案を可決とさせてい
ただきます。

第2号議案 次年度役員、理事の選出について

会長エレクト 岡村 延昌 君
次年度2022～2023年度の役員・理事について
役員
会長 岡村 延昌 君
会長エレクト 深沢 英雄 君
直前会長 大石 博之 君
幹事 奥川 将之 君
会計 水野 康男 君
理事
戦略計画委員長 浅原 博 君
クラブ研修委員長（クラブ研修リーダー）

杉本 昭 君
公共イメージ向上委員長 大石 訓永 君
会員組織統括副委員長
（前年度幹事） 芳村 正樹 君
副幹事 村松 英和 君
を選出させて頂きます。
賛成の方は拍手をお願いいたします。

賛成多数により第2号議案を可決とさせていた
だきます。

全議案が無事に可決されましたので、
これをもって議長をおろさせていただきます。
スムーズな進行へのご協力ありがとうございま
した。

本日、次年度会長、幹事、役員、理事の選出されましたので、
指名委員会を解散させて頂きます。

指名委員会 杉本 昭 委員長

副幹事 奥川 将之 君

例会後、第１回次年度理事会を開催いたしますので、
次年度役員・理事の皆様はご出席ください。

次年度会長・幹事、役員・理事挨拶


