
司会 奥川 将之 幹事
ソングリーダー 坂本 繁 君 ♪それでこそロータリー ♪今、潮騒のまちへ

第2948回例会(第3回) 7月21日(木) 12:00食事 12:30～点鐘

通常総会 及び役員・理事・委員長就任挨拶①

こんにちは。
新型コロナウイルスのB.A5が過去最高感染者を出し続け

ている昨今ですが、政府見解として感染対策を万全とし、
行動制限よりもワクチン接種を優先すると致しました。
ぜひ皆様もお気を付けて頂きたいと思います。
先ずは、新年度第1例会焼津神社ご祈祷及びガバナー補

佐訪問、そして第2例会はガバナー公式訪問・新入会員入
会式と、無事挙行出来ましたのも関係委員会並びに会員諸
兄のお蔭と深く感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。
やっと本日から正常な例会に戻りつつあります。私の挨

拶はお手元のクラブ計画書を基にお話をさせて頂きたいと
思います。と思いましたが、内容につきましては次週とさ
せていただきますので、２ページから３２ページまでお目
を通しておいてください。
さて、第1例会の挨拶で、お話をさせて頂きましたが、

近々に今後のクラブ運営について結論を出さなくてはなり
ません。今のままでは、財政的にクラブが立ち行かなくな
るからです。
私見ですが、大きく分けて3つの選択肢になろうかと思

います。
まず一つ目は会員の倍増です。人数でカバーすると言う

事です。二つ目は例会数を更に減らし、月2回程度にする。
但し、一回はリモートで、一回はリアルで空いている場所
で毎月移動しながら開催する。その都度備品は設置・撤収
の手間が掛かります。更に、事業数を減らす事も加味する
事を視野に入れるべきだと思います。そして3つ目は会費
の値上げです。現在より最低でも6万円アップから安定低
的を目指すなら10万円程度のアップが必要となります。
ここ何十年と会費は変わっておりません。

岡村 延昌 会長
しかし、例会費は私が入会してから2倍から3倍の費用が掛かって
おります。では何故、今年度は事業がそれなりに出来るのか？こ
こ何年かのコロナ禍により繰越金があるからです。例会が休会と
なった分です。今年度は、例年に比べ事業費を大幅にカットして
おります。私の為では決してありません。今後の当クラブの為で
あり、もっとより良い奉仕活動が出来る様にする為です。当クラ
ブは56名もの人数が在籍しております。先ほどお示しした三つの
案以外にもまだ名案が有る筈です。どうか皆様方で知恵を出し合
い、今後の焼津ロータリークラブの未来を決めてください。
どうぞ奥川幹事共々宜しくお願い申し上げまして、会長挨拶とい
たします。ありがとうございました。

奥川 将之 幹事

①第２回臨時理事会にて,焼津商工会議所からのチラシ配布が
承認されました。

②第２回臨時理事会にて、焼津市役所商工課より魚河岸クー
ルビズ参画要請を了承されました。座禅例会・納涼例会の
際に魚河岸シャツをお持ちの方は、着用お願いします。

③第3回臨時理事会にて2022-2023年度予算案が承認されまし
た。

④第4回臨時理事会にて指名委員会委員8名(岡村延昌会長、奥
川将之幹事、深沢英雄会長エレクト、村松英和副幹事、
大石博之直前会長、杉本昭パスト会長、鈴木啓央パスト会
長、浅原博パスト会長)が決定しました。



①７月15日岡村会長と共に第４グループの会長幹事会
に出席しました。議案は９月11日に行われる合同奉

仕事業の件でした。内容が決まり次第、社会奉仕委員
会委員長の佐藤秀裕君からご案内致します。

奥川 将之 幹事

本日の暫定出席率
会員増強維持・出席委員会 永田 貴三 委員長

本日の暫定出席率は会員数56名、出席者数43名の76.78％です。

親睦活動・スマイル委員会 柴田 亜弓 君

仲野 和則君
一年間よろしくお願いします。

７月16日、グランシップにて行われたロータリー財団
セミナーに参加してきました。今後の焼津ロータリー
クラブの活動に役立てたいと思います。

ロータリー財団委員会 奥川 将之 委員長

親睦活動・スマイル委員会 柴田 亜弓 君

福田 雄吾 君(S43.7.3) 中山 晃一 君（S39.7.11）
見原 健司 君(S56.7.15)

本人誕生祝

見原 範彦 君(R3.7.7) 見原 健司 君（H23.7.9）
西野 了史 君(H10.7.19)

結婚記念日

浅原 博 君(秀子様)(7.7) 
片岡 征哉 君(こずえ様)（7.4）
見原 範彦 君(香穂様)(7.11) 
見原 健司 君(智美様)(7.11) 
吉田 雄一 君(あいこ様)（7.13）
豊島 恒之 君(真理子様)（7.25）

夫人誕生祝

福田 雄吾 君 (R3.7.1) 多々良 匡 君(H4.7.2) 
石田 江利子君(H27.7.2)   見原 範彦 君(R1.7.4)
岩田 州生 君 (H30.7.5) 中島 忍 君 (H30.7.5) 
鈴木 啓央 君 (H17.7.7) 清水 誠一 君(H23.7.7)
村田 昌弘 君 (H23.7.7) 吉田 典充 君(H23.7.7)
八木 利樹 君 (H28.7.7) 西野 了史 君(H28.7.7)
豊島 恒之 君 (H28.7.7) 奥川 将之 君(H21.7.9)
村松 孝保 君 (H13.7.12)  水野 康男 君(H7.7.13)
村松 英和 君 (H23.7.21)

入会記念日

芳村 正樹 君 （株）サンロフト (S43.7.1) 
佐久間 博之君 （株）三晃電気工業所(S62.7.1)
福田 雄吾 君 （株）清水銀行 (S3.7.1)
藤嶋 祥人 君 ゼンセイ（株） (H25.7.5)
村松 英和 君 魚市静岡魚市（株）(S50.7.11)
見原 健司 君 （株）藤枝MYFC (H21.7.15)
八木 利樹 君 静岡信用保証（株）(R1.7.16)
河合 博 君 山松水産（株） (S44.7.24)
福﨑 正展 君 （株）マルフク (S49.7.26)

創立記念日

直前会長、幹事への記念品贈呈
岡村 延昌 会長

大石 博之 直前会長

皆様のおかげでなんとか無事に一年間全うすることができまし
た。これで会長職はないと思います。気楽にやっていきたいと
思います。どうもありがとうございました。

福田 雄吾 君
今日はありがとうございます。気がつけば54歳になっ
ておりました。年々体力の衰えを感じてますが、記憶
の方はまだまだ現役で頑張っていかなければいけない
と思います。コロナに負けないように頑張っていきた
いと思います。今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。

中山 晃一 君
ロータリクラブの方で誕生日祝をして頂き、誠にあり
がとうございます。健康第一ということで、皆様は生
涯元気ということでです。姿勢をよくしていきましょ
う。何かありましたら私のご連絡ください。ありがと
うございました、

見原 範彦 君
今年、委員長を任命されて引き締まる思いです。
頑張っていきたいと思いますので、今後よろしお願い
します。ありがとうございます。



通常総会 進行 奥川 将之 幹事

それでは焼津ロータリークラブ細則第5条第2節により通常総
会を開会します。
焼津ロータリークラブ細則第4条第1節により議長を岡村会長
にお願いします。

定足数の確認 奥川 将之 幹事
会員総数56名 本日の出席者43名であり、焼津ロータリー

クラブ細則第5条で定められた
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
前年度決算報告 前年度会計 大石 訓永 君
前年度予算に対して実績の報告（主な差額部分）、
次年度（今年度）への繰越金、一般会計、各特別会計の
件について報告。
（※具体的な数値報告はコンプラインアンス上、割愛し

ます。）

前年度監査報告 前年度監査 吉田 雄一 君
大石博之直前会長、大石訓永前年度会計、芳村正樹幹事、
事務局飯田さんより決算報告内容を受け、監査を実施し
た。
ロータリークラブについては、各企業が会員として参加
している組織です。となると予算が重要になります。
仮に予算で承認されてない以上の事がある場合は、必ず
理事会、もしくは金額によっては、総会で承認をとる手
続きが必要になりますので、今年度の運営において、参
考にしていただきたい。

それではここでご質疑に入ります。
質疑がある方は挙手をお願いをします。

無いようですので、決議に入ります。
承認頂ける方は、拍手をお願いします。

賛成多数ということで可決とさせて頂きます。

決算・監査報告・予算案の審議

第2号議案
本年度予算案 会計 青島 直久 君

一般会計予算案、収入予算案、支出予算案について、前
年度決算と大きく変化した部分、（円安に関連した事、
委員会事業縮小、例会費、米山梅吉記念館への寄付等）
について説明。

（※具体的な数値報告はコンプラインアンス上、割愛しま
す。）

全ての議案を無事に可決させていただきました。
それではここで議長を降ろさせていただきます。
スムーズなあ、運進行ご協力ありがとうございました

はい、ありがとうございました。
以上を持ちまして、通常総会を閉会致します。

それではここでご質疑に入ります。
質疑がある方は挙手をお願いをします。
特別会計への大きな繰入額について説明をお願いします。
奥川幹事より
予算策定上、予備費が大きな金額となっていたため、
今年度エレクトーンを購入するため、予備費部分から
特別会計に移動した。

その他無いようですので、決議に入ります。
承認頂ける方は、拍手をお願いします。

賛成多数ということで可決とさせて頂きます。

役員・理事・委員長就任挨拶①
進行 奥川 将之 幹事

クラブ管理運営委員会の統括委員長の深沢です。よろしくお
願いします。坂本君が頑張ってくれたおかげであさがお同好
会が復活することになりました。クラブ計画書の42ページで
すが、訂正ください。クラブ管理運営委員会ですが、3つの委
員会が配属されております。
各委員会とも少人数で行いますので、3つのクラブが共同して、
1つの委員会のような形をもって、動いていきたいと思ってお
ります。皆様方のご協力が必要となります。
1年間よろしくお願いします。

会長エレクト・クラブ管理運営委員会
統括委員長 深沢 英雄 君

会員組織委員会の統括委員長の大石博之です。よろしくお願
い致します。会員組織委員会のは、会員増強維持・出席委員
会があります。この委員会の方と協力しながら新会員をゲッ
トしていく事になります。
永田委員長、はじめ渡仲副委員長、村田昌弘君、吉田雄一君
と大変心強いメンバーがおりますので、期待しております。
もう1つは定款・細則・内規・手引書を引き続き整備する事と
会員の皆様に理解して頂く事です。クラブ研修委員の杉本昭
君と協力しながら取り組んでいきたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

直前会長・会員組織委員会
統括委員長 大石 博之 君



浅原 博 君 (理事会)

会員数 出席数 出席率
7月7日
M-UP

7月7日確定
出席率

7月21日 56(56) 41名 73.21% 1名 83.33%

あらためまして、会計の青島直久です。先ほどは、ご承認を
ありがとうございました。
会計としましては、クラブの資産並びに財産の管理、クラブ
の会計、年1回の監査を受けるということになります。どうぞ
よろしくお願い致します。

会計 青島 直久 君

会場監督という役になるとは、夢にも思ってはおりませんで
したが、宜しくお願い致します。
過去に会場監督になったときの事を思い出しました。
昔の会場監督は食事を他の会員の方と一緒には食べることが
出来ませんでした。全員にお弁当を全部配って、全員が箸を
箸を持った時点まで、自分の食事は待てということでした。
良い例会をする条件、 良い食事、良い会場の雰囲気を会場監
督として 取り仕切ること、全ての人に満足というわけにはい
きませんが、 互いに思いやりの心で、例会の食事を楽しみな
がら、クラブの例会の雰囲気を素晴らしいものにしていくの
が、会場監督の役割だそうです。
今年度は時間厳守、予定時間で例会が終わるように会長の挨
拶などもチェックしていきたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

会場監督 仲野 和則 君

こんにちは。計画書の41ページを確認ください。
今年はRI2620地区の同委員長が当クラブの岡村会長というこ
ともあり、
他のクラブに負けられない思います。
会員数60名以上を最低として頑張っていきたいと思います。
1人1人が増強委員長になりなさいという言葉があります。
皆様もそのようなことで1年間よろしくお願いいたします。

会員増強維持・出席委員会
永田 貴三 委員長


