
司会 副幹事 村松 英和 君
ソングリーダー 坂本 繁 君 ♪それでこそロータリー ♪しあわせなら手をたたこう

ゲスト West Coast Brewing 代表取締役社長 バストン デレック様

第2968回例会(第23回) 1月19日(土) 食事12:00～ 点鐘：12:30

新会員入会式

皆さんこんにちは。
昨年の最終例会がクリスマス家族例会で、先週の本年

度第1回の例会が焼津南ロータリークラブとの合同賀詞
交歓例会であり、年は跨ぎましたが、ちょいと一杯の例
会が続きました。
新年になって初めてお会いする会員もおりますので、

改めまして明けましておめでとうございます。と申し上
げたいと思います。
まずもって、2週の例会を担当された各委員会の皆様

大変ありがとうございました。いずれも楽しいひと時で
ございました。
楽しい後にはスマイルが控えておりますので、特に、

高額商品が当たった皆様には最低でも超大型以上のスマ
イルをお願いしたいと思います。
さて、いよいよ本月から今年度も後半戦となりました。
本年度は一時一切の補助金・援助金はカットさせてい

ただきましたが、だからといって事業を止めろと言う訳
ではありません。この半年の中で、まだ事業らしい事業
を行なってない委員会も多々あります。
以前、委員長の皆様にお示しした各委員会要望事項、

そして皆様方事業計画書に記載して頂きました文言を今
一度見直して頂き、実行に向けて邁進して頂きたいと
思っております。
毎回申し上げておりますが、毎月1回以上は委員会を

開催してください。これが出来ていない委員会がありま
す。
時節柄、次年度も始まりましたので、今次年度役職が

被るメンバーもいるかと思いますが、これは毎年の事で
あります。
大変だとは思いますが、やるからにはとことん誠意と

責任を持つと同時に、楽しく活動を行って行きましょ
う！
楽しくなけりゃロータリーじゃない！
楽しければもっとロータリーを好きになる！

会員の皆様の更なる御協力を切にお願い申し上げ、会
長挨拶とさせて頂きます。
本年も宜しくお願いします。ありがとうございました。

会長 岡村 延昌 君

幹事 奥川 将之 君

①本日例会終了後に第８回理事会を開催致しますので、
役員・理事の方はよろしくお願いいたします。

幹事 奥川 将之 君

①半期委員会報告書未提出の委員会がございます。未提出
の委員会は至急提出お願いします。

②２月の例会プログラムを本日配布しましたので、ご確認
ください。

③近隣クラブの例会変更届けを回覧致しますのでご確認く
ださい。

④２６日の例会終了後に焼津グランドホテルへの引っ越し
を行いますので、会場運営委員会は準備をよろしくお願
いいたします。

副幹事 村松 英和 君

本日第８回理事会終了後に第２回次年度理事会を開催致し
ますので、役員・理事の方はよろしくお願いいたします。



本日、当クラブに入会される赤津賢司さん、戸崎義
人さん、阿部高之さん誠におめでとうございます。
あなた方は、ロータリーの基本原則等の説明を受け

られ、当クラブに入会される意思があることを表明さ
れました。
ロータリアンとなるには、事業や職業生活において

親善と奉仕の原則の実践に努められんとする意思が必
要条件となります。
当クラブの会員は、あなた方がこれらの原則を既に

実践しておられると信じています。会員としてあなた
方を選んだことは、ロータリーの理念を共に実現して
行く仲間として受け入れた事を意味します。
あなた方は、これからロータリアンとして地域の皆

さんに知られ、あなた方の行動がロータリーに対する
世間の評価に影響する事になります。
ロータリーの会員であると言う事は、名誉であり特

権でもありますが、どの様な特権にもそれに値する義
務が伴います。
例会に出席する事は、会員の特別義務の一つです。
クラブ及び社会奉仕活動に参加する事が全員に求め

られます。これが奉仕の理想です。
最後に、私達の親睦の理想についてお話をします。
与えるものが多ければ、報いも多いものです。あな

た方が親睦から恩恵を受けると同時に，私達のクラブ
への原動力となってくださる事をお祈りします。会員
の皆さん、ご起立をお願いします。
ここで、世界的な組織を象徴する徽章ピンを付けさ

せて頂きます。
このピンに誇りを持って常に着用頂ける事を願って

います。
ロータリアンの皆さん、ロータリアン赤津賢司さん、

戸崎義人さん、阿部高之さんを焼津ロータリークラブ
の会員として、ここに、喜んで迎え入れたいと思いま
す。どうぞ盛大な拍手を持って暖かくお迎えください。
会員の皆さん、どうぞご着席ください。

あなた方が、素晴らしいロータリアンになります様会
員一同期待しております。本日は誠におめでとうござ
います。
以上で歓迎の挨拶と致します。
ありがとうございました。

【新会員入会式】
進行 副幹事 村松 英和 君

歓迎の挨拶 岡村 延昌 会長

ロータリーバッチ贈呈
会長 岡村 延昌 君

記念品贈呈
会長 岡村 延昌 君

援助会員の指名
会長 岡村 延昌 君

クラブに早く溶け込めるための援助会員（スポン
サー）を発表します。
赤津賢司君 援助会員 岡村延昌 君
戸崎義人君 援助会員 松本祥明 君
阿部高之君 援助会員 大石訓永 君
宜しくお願い致します。

所属委員会 奥川将之 幹事

赤津賢司君、戸崎義人君、阿部高之君
親睦活動・スマイル委員会、会場設営委員会

宜しくお願い致します。

タイセーサッシ工業株式会社 専務取締役 赤津 賢司 君
こんにちは.この度、岡村会長からの紹介を受けまして、
入会させて頂く事になりました。
吉田町の方で、スチールドアの製造を行ったおります。
初めての事で何もわかりませんが、楽しく活動したいと思
います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

戸崎建設株式会社 代表取締役 戸崎 義人 君
皆さん、こんにちは。地元焼津で建設業を営んでおります
戸崎建設の戸崎と申します。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。敷居の高い会会と
いうイメージが非常に強かったのですけど、皆様のご尽力
により、今日晴れて入会をさせていただくことになりまし
た。とにかく慣れる事、そして、この例会スケジュールに
慣れる事を最初の1つの目的として、奉仕の心を持って頑
張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い
申し上げます。

株式会社阿部工務店 代表取締役 阿部 高之 君

皆様、こんにちは。地元道原で株式会社阿部工務店という
建設業を営んでおります。
阿部高之と申します。この度縁ありまして、お誘い頂き、
入会させていただきました。
先輩方ありがとうございます。右も左もわかりませんが早
く仲間に溶け込めますように努力してまいります。
よろしくお願いいたします。

新入会員挨拶

新入会員の紹介

タイセーサッシ工業株式会社
専務取締役 赤津 賢司 君

戸崎建設株式会社
代表取締役 戸崎 義人 君

株式会社阿部工務店
代表取締役 阿部 高之 君



会員数
出席
数

出席率
12月17日
M-UP

12月17日
確定出席率

1月19日 58(58) 45名 77.59% 4名 70.91%

清水 誠一 君（次年度理事会)
山竹 葉子 君（委員会)
八木 利樹 君（静岡ロータリークラブ)
西野 了史 君（委員会)

12月17日（土）にクリスマス家族例会への多くの参加
ありがとうございました。サンバ隊、家族会とも大変
盛り上がる事が出来たこと心より感謝申し上げます。
大抽選会で高額当選者の方、スマイルをお待ちしてお
ります。

親睦活動スマイル委員会 原崎 宗典 君

親睦活動・スマイル委員会
柴田 亜弓 君

「本人誕生祝」
仲野 和則 君(S17.1.9)
石田 江利子 君 (S45.1.21)

「結婚記念日」
藤島 祥人 君 (H5.1.10)
小原 照光 君 (H4.1.19)
良知 正浩 君 (H16.1.23)

「夫人誕生祝」
倉嶋 伸康 君（利通子様）(1.22)
戸崎 義人 君（直子様）(1.24)

「入会記念日」
村松 直行 君 (H24.1.12)
金丸 好孝 君 (H27.1.15)
河合 博 君 (H31.1.17)
佐藤 秀雄 君 (H29.1.19)

「創立記念日」
豊島 恒之 君（株）Ｔｅｃ (S40.1.1)
片岡 征哉 君（株）共水ｃ (S30.1.1)
岩田 州生 君 岩田州生事務所(H10.1.12)

原崎 宗典 君
クリスマス家族会では大変おせわになりました。
当日、あまりの緊張で開会の辞の際、ズボンのファス
ナーが全開でした。
大変申し訳ありませんでした。

ピアノ奏者 小泉 晶子 君
クリスマス家族会では予ねてから欲しかったいPaｄを頂
き、良い年の締めくくりとなりました。
有効に活用させて頂きます。
ありがとうございました。

金丸 好孝 君
ありがとうございました。

近藤 吉典 君
アワビ ありがとうございました。

卓話者：West Coast Brewing

代表取締役社長

バストン デレック様

演題「クラフトビールの楽しみ方」

静岡市用宗で漁港のクラフトビール醸造所『West Coast 
Brewing（WCB）』の事業やクラフトビールの美味しい飲
み方など卓話を頂きました。

親睦活動・スマイル委員会
柴田 亜弓 君
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