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年次総会

皆さんこんにちは。
前回の挨拶では、敢えてサッカーワールドカップのお話

はしなかったのですが、先のクロアチア戦では大変残念な
結果となりました。
まさかPKまで行くとは思ってもみませんでした。ポゼッ

ションやら各種データが低かろうが、強豪国に勝ったと言
う事実は事実であります。
しかし奇跡は度々起こる事ではありません。
彼らはドイツ・スペインを撃破したのですから、もう奇

跡ではなく必然であり、私たちにその景色を見せてくれた
事に感謝をしたいと思います。
サッカーは11対11ですが、我々は26人全員対11人で戦っ

ていると仰ってました。
翻って、今年度の当クラブの会員増強は、私は倍増とぶ

ち上げました。
永田増強委員長が策を練りに練っており、近々に発表さ

れると思いますが、基本は55人の全会員一人一人が増強委
員長の気概を先ず持たなくてはなりません。
担当委員会がやるから俺はいいやでは無く、全員で掛か

れば絶対に不可能ではないと考えております。これが、個
の力だと思います。
なぜ高崎クラブは倍増できたのでしょうか？大宮西クラ

ブはどうでしょうか？彼らは特別なのでしょうか？いい
え！やる気と本気と行動です！彼等に出来て私達が出来な
い訳がない！例えば人口が私達焼津の1/4のクラブでも、
50名の在籍クラブもあるのですよ。単純計算なら、当クラ
ブでも200名も可能だと言う事です。
データ的に劣っていても実際は事実として存在する訳で

す。どこかの国のサッカーチームみたいではないですか？
私は倍増したクラブからの景色を見てみたい！皆さんと

一緒に観てみたいと強く思っています！今直ぐに達成出来
る訳ではありません。
それが1年後か、2年後か5年後なのか？
会員の皆様の更なるご理解・御協力をお願いし、会長挨

拶とさせて頂きます。
宜しくお願いします。ありがとうございました。

岡村 延昌 会長

年次総会 進行 村松 英和 副幹事

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します。
本日資料を配布させていただきました。
焼津ロータリークラブ細則第4条第1節により、議長を岡村延
昌会長にお願い致します。

議長 岡村延昌会長

細則に則り議長を務めさせて頂きます。
スムーズな議事進行にご協力をよろしくお願い致します。

定足数確認 村松 英和 副幹事

会員総数55名、本日の出席者39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致します。

第一号議案 次年度会長及び幹事の選出について 岡村延昌
議長
2023-2024年度会長に深沢英雄君、幹事に村松英和君を選出し
ます。
ご質疑等ありますでしょうか？

賛成の方は拍手をお願いします。
賛成多数ということで、第一号議案を可決とさせて頂きます。



第ニ号議案 次年度役員及び理事の選出について 会
長エレクト 深沢英雄君

第一号議案、可決ありがとうございました。
次年度の役員、理事候補者のお名前を申し上げます。
名前を呼ばれた方は、前の方に来てください。
会長 深川 英雄 君
会長エレクト 奥川 将之 君
直前会長 岡村 延昌 君
幹事 村松 英和 君
会計 大石 訓永 君
以上が役員となります。
戦略計画委員長 清水 誠一 君
クラブ研修リーダー 杉本 昭 君
公共イメージ向上委員長 芳村 正樹 君
会長ノミニー 村田 昌弘 君
副幹事 山竹 葉子 君
以上が理事となります。

賛成の方は拍手をお願いします。
賛成多数ということで、第二号議案を可決とさせて頂
きます。

深沢 英雄 君
皆様ありがとうございました。
第ニ号議案の可決し、第一歩を踏み出せることができ
ます。役員・理事の方々から一言ずつ挨拶をお願い致
します。

岡村 延昌 君
もうこういう時期になり、本当に早いな思います。
深沢会長のフォローができるように頑張っていきたい
と思います。次年度もどうぞ、よろしくお願いします。
ありがとうございました。

大石 訓永 君
一年ぶりに会計をとの事です。会場費の値上等色々と
難しい問題があり、会費の値上のお話も出ております。
厳しくチェックしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

清水 誠一 君
戦略計画委員長拝命致しました。浅原博委員長中心に
皆様が時間かけて策定して頂きました。定期的に見直
しをしたりとかっていうことが必要です。
皆様と一緒に考えていきたいと思いますよろしくお願
いします。

杉本 昭 君
私が会長の際に、定款、細則、内規の見直しプロジェク
トを実施した関係から
研修リーダーという役を拝命致しました。
どうぞ、ご協力よろしくお願いいたします。

芳村 正樹 君
3年ぶりくらいに復活させていただきます。
沢山の事業ができる事、その際の取材と写真を沢山撮っ
て、行きたいと思います。
ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

村田 昌弘 君
会長ノミニーということで、2年間しっかり勉強させて
いただきたいと思います。
よろしくお願いします。

村松 英和 君
次年度、幹事を務めさせて頂きます。
あの円滑な 運営ができるように努力いたしますよろし
くお願いします、
ありがとうございます。

会場監督に尽きましては、この後の予定者理事会で決め
てから来週発表とさせて頂きます。

岡村 延昌 議長
全議案が無事に可決されました。
以上を持ちまして、議長をおろさせて頂きます。
加えて本日を持ちまして、指名委員会を解散とさせてい
ただいただきます。
スムーズ進行へのご協力ありがとうございました。

以上を持ちまして、年次総会を閉会させて頂きます。



親睦活動・スマイル委員会
柴田 亜弓 君

「本人誕生祝」
渡仲 康之助 君(S37.12.8)
柴田 英典 君 (S38.12.16)
久野 匠一 君 (S20.12.20)
佐久間 博之 君(S46.12.28)

「夫人誕生祝」
深沢 英雄 君（街子様）(12.9)
塩川 彰 君（美奈子様）(12.16)

「創立記念日」
仲野 和則 君（有）昭和機械 (S60.12.12)
杉本 昭 君 （株）赤阪鐵工所(S9.12.26)

12月17日（土）にクリスマス家族例会を開催します。
受付は17時、大抽選会なども予定しております。
楽しみにお願いします。

親睦活動スマイル委員会 柴田 亜弓 君 渡仲 康之助君

59歳になってから体が本当に動かなくなって、どうなっ
ちゃうんだろうなと思ってます。今日が誕生日ですが、
サッカーの話でいうと新しい時代が見えるように頑張り
ます。

佐久間 博之君

お誕生日のお祝いをありがとうございます。51歳にな新
しい景色をみて、精進したいと思います。

村松 英和 副幹
事

①新会員候補二名の入会申込書を提示いたしました。
本日より一週間の公示期間となります。
ご意見等ある方は、幹事の方まで連絡をお願いします。

②例会場が四川飯店から、焼津グランドホテルに変更になり
ます。変更日につきましては、現在打ち合わせ中です。
③藤島義人君の長期欠席願届が受理されました。

ありません。

村松 英和 副幹事

第28回米山功労クラブ 表彰状授与式
パストガバナー松村 友吉 君

喜寿のお祝い 久野 匠一君

喜寿のお祝いを頂き、誠にありがとうございました。
サッカーワールドカップの日本代表の森安監督のお言葉
を借りますと
77歳にならないと見えない景色があるということでござ
います。
私もここから77歳の景色っていうのは、どんなものか、
楽しみに出会いを待っております。
皆さんも10年後、20年後、30年後、77歳になった時に、
ぜひ景色が見れますように頑張ってください。
ありがとうございました。

親睦活動・スマイル委員会 柴田 亜弓 君

ありません。

卓話者：フラメンコギターリスト

植松 則之様

演題「演奏」

会員数
出席
数

出席率
11月24日
M-UP

11月24日
確定出席率

12月8日 55(55) 38名 76.00% 5名 74.55%

大石 博之 君（臨時理事会)
深沢 英雄 君（RI会長ご夫妻歓迎の集
い)
村田 昌弘 君（RLIパート2)
金丸 好孝 君（委員会)
佐藤 秀裕 君（委員会)
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