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ビジター 焼津南ロータリークラブ 会長 神谷 裕昭 (かみや ひろあき) 君

幹事 奥村 友枝 (おくむら ともえ) 君

第2949回例会(第4回) 7月28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②

皆さんこんにちは。
本日は、例年恒例の焼津南ロータリークラブの神谷会長、

奥村幹事をお招きしての例会であります。ようこそお越し
いただきました。また先週は焼津南ロータリークラブへの
訪問ではお世話になりました。神谷会長には後程ご挨拶を
いただきます。
新年度が始まり、本日が今月最後の例会となりました。

このところ、毎日新型コロナウイルスの感染状況がニュー
スで流れておりますので、重々ご承知のことと思い、割愛
させていただきます。
さて、私は入会が2004年度でロータリー生誕100年の節

目の年でありました。今年で18年目となるわけです。40代
後半の美青年が、気が付けば17年経つと高齢者の仲間入り
になっておりました。一般的に言えば、中堅なのか、ベテ
ランとなるのか分かりませんが、自分としてはそれなりに
ロータリー活動に携わってきたつもりでした。しかし、昨
年RLIに参加させて頂き、自分のロータリーに対する知識
の無さを痛切に感じました。俺のこの17年間は一体何だっ
たんだろう！？と。
今やっとロータリーの入り口に立ったのだと思っていま

す。松村友吉パストガバナーから地区に関らせて頂き、本
年は地区増強委員会での3年目となり、いよいよ明後日3年
振りのリアルでのセミナー開催となります。当クラブから
も数名お手伝いに来て頂く予定で大変有難く感謝申し上げ
ます。兎にも角にもセミナーが無事終了する事がもっかの
願いです。
時節柄、次年度・次次年度の地区へのエントリーが始

まっております。ぜひ皆さんも地区へ出て頂き、もっと友
情の輪を広げ、これからロータリーに嵌まってみては如何
でしょうか？老若男女問わずです。
以上、会長挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

岡村 延昌 会長
焼津南ロータリークラブ会長挨拶

焼津南RC会長 神谷裕昭 君

皆さん、こんにちは。
奥村幹事と二人で本日、訪問させて頂きました。
7月26日火曜日、岡村会長と奥川幹事、両名が当クラブに訪

問いただき、本当にありがとうございました。
その際に岡村会長のターゲット「ロータリーをもっと好き

になろう」というお話を伺いました。
私のターゲットは「笑顔から始まる奉仕の心」です。

やはり、楽しくないと笑顔になれません。そして、楽しみな
がら奉仕をすることにより、相手にもその誠意と笑顔が伝わ
ります。とにかく楽しんでいこうという内容です。
ターゲット内容は岡村会長と同じような事かなと思い、
自分も間違っていないと感じました。

また感染拡大となっている新型コロナウイルスのため、焼
津南ロータリークラブは8月に夏の納涼家族会で山梨に行く予
定でしたが、延期となりました。
このようにまた、活動制限がかかりつつあります。

しかし、私は本年度、極力計画したことを中止にしないで頑
張ろうという気持ちでおります。

９月に地区、第４グループで合同清掃奉仕活動があります。
その時には皆さんと一緒に楽しく奉仕活動を実施いただけれ
ばと思っております。

焼津南ロータリークラブは会員数33名で、この地区の第４
グループでは、会員数が少ない方ですが、少数精鋭で楽しく
頑張ろうと思います。また、焼津ローリクラブの皆さんには、
色々ご指導ご連達をいただきたいと思いますので、今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。
私の挨拶に返させていただきます、ありがとうございました



①8月6日17時よりここ四川飯店で第3回理事会を開催
します。役員、理事の方は出席をお願いします。

②16日に焼津南ロータリークラブの方に岡村会長と私
幹事二名で訪問させていただきました。

奥川 将之 幹事

8月4日の㋇第1例会は、移動例会を開催します。
恒例の長福寺さんでの早朝座禅例会です。
坐禅6時半、点鐘7時ですので、お間違えないようにお
願いします。現在出席予定者は40名ですが、コロナ感
染も流行ってますので、ご注意ください。

職業奉仕委員会 中島 忍 委員長

親睦活動・スマイル委員会 柴田 亜弓 君

小原 照光 君(S27.7.31)
岩田 州生 君(S41.7.31)
大畑 邦明 君(S40.7.31)
松本 祥明 君(S41.8.1)
山竹 葉子 君(S33.8.4)

本人誕生祝

豊島 恒之 君(H10.7.28) 佐久間博之 君(H8.8.8)

結婚記念日

大石 博之 君 (恵様)(7.31) 
橋本 喜史 君 (佳子様)（8.1）
佐久間 博之 君(三津代様)(8.8) 
福田 雄吾 君 (ゆう子様)(8.15) 

夫人誕生祝

多々良 匡 君 （株）丸一家具センター (S42.8.1) 
奥川 将之 君 将建マテリアル（株）(H10.8.1)
鈴木 啓央 君 焼津神社 (反正天皇4.8.13) 西暦409年
山竹 葉子 君 司法書士山葉子事務所 (H12.8.16)

創立記念日

山竹 葉子 君
来年から※※になってしまいそうです。
ありがとうございます。

岩田 州生 君
毎年この時期は、足を痛めたり、腰痛になったりでしたが、今年
は体調万全ですので頑張ります。ありがとうございました。

松本 祥明 君
お祝いしてもらえるのは、この会くらいしかなくなってしまった
ので、ほんとにありがとうございます。

8月6日土曜日納涼家族例会です。点鐘18時となってお
ります。今日現在出席者は、会員37名、ご家族15名と
いう状況になっております。まだまだ募集しておりま
すので、大抽選会、フラフラダンスショーもあります
ので、ぜひ参加の方よろしくお願いします。

親睦活動・スマイル委員会
原﨑 宗典 副委員長

昨年度の会員組織委員会の杉本委員長を中心のクラブ
の定款、細則、内規、手引書のファイルを作成させて
頂きました。杉本さん、尽力ありがとうございました。
本年度の役員・理事、委員長、副委員長の皆様に順次
配布させて頂きます。毎年次の役員、理事、委員長、
副委員長に引継ぎをしていきますので紛失しないよう
にお願いします。尚、会員の皆様用にホームページ上
でも掲載するようにします。

会員組織委員会
芳村 正樹 副委員長

親睦活動・スマイル委員会 柴田 亜弓 君

奥川 将之 君
本年度幹事・奉仕プロジェクト統括委員長・ロータリー財
団委員長を務めさせて頂きます。頑張りますので宜しくお
願いします。

中島 忍 君
８月４日座禅例会が開催されます。ご出席のほど、よろし
くお願いします。

杉本 昭 君
本年度クラブ研修・DEI委員会を大石副委員長とともに担
当させて頂きます。よろしくお願いします。

浅原 博 君
戦略計画・危機管理委員会を担当致します。１年間宜しく
お願い致します。

青島 直久 君
本年度会計を務めさせて頂きますので、宜しくお願いしま
す。



役員・理事・委員長就任挨拶②
進行 奥川 将之 幹事

こんにちは。昨年度に引続き、戦略計画委員会を担当させて
頂きます。清水誠一君が副委員長で、二人体制の委員会にな
ります。尚、今年度から危機管理委員会を兼任します。
戦略計画は昨年度大石年度は杉本プロジェクトリーダーが最
新の定款を取り上げ、クラブの定款、細則、内規を完成して
頂きました。クラブビジョンを達成するために基本となる部
分を抑えていただきました。奉仕活動については、今年度新
たな事にチャレンジしていただければと思います。危機管理
委員会については、どのような活動するのか検討していきた
いと思います。1年間よろしく、どうぞお願いいたします。

戦略計画・危機管理委員会
委員長 淺原 博 君

本日の暫定出席率
会員増強維持・出席委員会

渡仲 康之助 副委員長

本日の暫定出席率は会員数56名、出席者数44名の78.57%で
す。来週も元気に出席お願いします。尚、8月からは会員
増強月間となります。

大石 訓永 君
一年間よろしくお願い致します。

見原 範彦 君
本年度会場設営委員長を務めさせて頂きます。１年間よろ
しくお願い致します。

芳村 正樹 君
昨年度の幹事から本年度も、理事＆会員組織委員会統括副
委員長＆ICT推進プロジェクトチームリーダーと沢山の役
をいただき、ありがとうございます。
（本年度の方が２００％たいへんそうです・・・）
楽しく、頑張っていきます。

ＲＬＩ講習修了バッチの進呈
岡村 延昌 会長

深沢英雄君、村松英和君、奥川将之君に修了バッチが届い
ております。

皆様、どうぞよろしくお願い致します。
当委員会も直前会長の大石副委員長と二名体制です。皆様のご協力
をお願い致します。4回クラブフォーラムを計画しておりましたが、
1回は深沢統括委員長から入会年度が早い方の卓話の時間とし、その
他の3回はＤＥＩに関連した内容を計画しております。
ロータリーを問う委員会だと感じております。クラブフォーラムに
おいては、皆様のご協力が必要ですので沢山の発言をよろしくお願
いしたいと思います。1年間よろしくお願いいたします。

クラブ研修、ＤＥＩ委員会
委員長 杉本 昭 君

こんにちは。公共イメージ向上委員会は対外的に広報活動を行う委員
会です。ロータリーの活動を正確に外部に知らせることによって、
ロータリーのイメージを良くしていこうというのが目的であります。
そのために伝える内容が充実しなければなりません。
ロータリアンらしく行動する事が公共イメージに繋がっていくと思い
ます。我々の委員会は内外に情報をしっかりと伝達し、会議の質の向
上に役立つような活動をしていきたいと思っております。副委員長は
福﨑君です。広報委員会としっかりと連携し、頑張っていきたいと思
います。公共イメージを向上するには、会員一人ひとりの行動にある
と思います。1年間、皆様のご協力をお願いいたします。

公共イメージ向上委員会
委員長 大石 訓永 君

本年度も、理事＆会員組織委員会統括副委員長＆ICT推進プロジェク
トチームリーダーの芳村です。会員増強については、増強委員の皆
様と連携し６０名を目指します。ICTプロジェクトについては、7月
はクラブのLINEグループを作成させて頂きました。次は、リモート
参加、youtubeライブなど準備をすすめて、クラブのDX化を目指して
まいります。ご支援どうぞ、よろしくお願いします。

会員組織委員会、ICT推進プロジェクトチーム
芳村 正樹 君

親睦活動、プログラム、会場設営活動を深沢会長エレクトの元で、
幹事の勉強も兼ねて、1年間頑張ります。よろしくお願い致します。

副幹事 村松 英和 君

クラブ広報委員長の八木です。公共イメージ向上委員会と連携し、
クラブの活動を充実した形で外部にPRしていきます。副委員長は、
岩田君です。カメラ撮影の際はぜひ笑顔をお願いします。

クラブ広報委員会 八木 利樹 委員長

こんにちは。委員会として大きな２つのイベントである納涼家族例
会、クリスマス家族例会を創意工夫して、親睦が深まるような企画、
運営を頑張ります。例会については、3委員会と力を合わせて頑張っ
ていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

親睦活動・スマイル委員会
原﨑 宗典 副委員長



倉嶋 伸康 君 (藤枝ロータリークラブ例会)

会員数 出席数 出席率
7月14日
M-UP

7月14日確
定

出席率

7月28日 56(56) 43名 76.79% 1名 70.91%

プログラム委員会は、副委員長に河合博君、委員に村松直行
君、多々良匡君といメンバーで活動していきます。
プログラムの基本的な内容としましては、新会員卓話、月間
目標のテーマと整合した例会、クラブフォーラム、加えて、
今年度は2か月に1回の頻度夜間例会も検討実施と思っており
ます。外部講師について貴重なお話や、納得できる講師の
方々を検討していきます。とても楽しくなるように取り組ん
でまいります。一昨年度、昨年度、コロナ感染拡大の関係で
中止になった卓話者の方をもう一度というご紹介者がおりま
したらご連絡いただけると幸いです。

プログラム委員会 中山 晃一 委員長

昨年度までは会場監督としての委員会でしたが
会場監督が一名独立した組織となり、設営に関して当委員会
が担当することなりました。
メンバーはこれまで会場監督を経験された方が多く、少数精
鋭で頑張ってまいります。
親睦活動委員会、プログラム委員会の皆さまにもご協力いた
だきながら、
例年と変わらない例会運営をできるように目指していきたい
と思います。
1年目よろしくお願いいたします。

会場設営委員会 見原 範彦 委員長

職業防止委員会は、片岡副委員長含め、5名体制です。
第1例会の4つのテスト、座禅早朝例会、優良企業訪問例会、
校長会などを計画実施していきます。
少人数と経験不足も重なりご迷惑をおかけすると思いますが、
他の奉仕委員会と連携を取りながら、頑張ってまいります。
どうぞ、よろしくお願いいたします

職業奉仕委員会 中島 忍 委員長

国際奉仕委員会、米山委員会の委員長を務めさせていただき
ます。こちらも四人体制で力を合わせて頑張ります。
計画していた宿題広場などが今年度も中止ということであり
ます。新しい企画を委員会で協議して、活動できるように検
討します。1年頑張りますので、よろしくお願いします。

国際奉仕委員会・米山委員会
西野 了史 委員長

昨年度からの善行賞の件については引き継いでおり方針を固
めていきたいと思います。予定していた春風寮の子供夏祭り
は中止となりました。スポーツ少年団運動会協賛についても
規模を縮小してやるとの事で、計画していた活動が、スター
トから変更となっております。何か新しい事業を生み出した
いと考えております。皆様からもアイデア、ご意見など頂け
ると助かります。よろしくお願いします。

青少年奉仕委員会 見原 健司 委員長

最初に幹事として、岡村会長のサポート、各委員会のサポートと頑張りま
す。
奉仕プロジェクト委員会の統括委員長としても
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の4委員会をまとめながら一致
団結していきます。
米山委員会について、ロータリーカード申し込みの推進、地区補助金事業、
グローバル補助金事業
次年度に向けて計画できればと思います。

幹事、奉仕プロジェクト委員会 奥川 将之 君

理事、委員長の皆様ありがとうございました。
今年度は、基本的には、会員さん一人単独の委員会所属とし
ました。
初めて委員長、副委員長となった方も多々いらしてわからな
いことばかりかもしれません。
そのために各委員会にパスト会長を配置しました。
加えて、統括委員会なども設置しました。
是非、委員会活動を活発に開催いただきたいと思います。
何かあった際の最終的な責任は全て会長である私になります。
思い切って活動をやっていただければと思います。
宜しくお願い致します。

総評 岡村 延昌 会長


