
 

 

杉本 昭 会長 

 

 昨年 11 月 26 日の例会を最

後に特別休会に入り丁度 3 か

月が経過し、先週までに予定

されていた 9 回の例会をお休

みしました。年度初めにはコ

ロナ禍で例会が開催できるか

心配しながらのスタートでし

たが無事に 5 か月間を乗り切

り、今年度 20 回目の例会に向けて会長挨拶も師走に沿った内

容で準備していたその直前に休会を余儀なくされました。通常

総会も紙面総会とせざるを得ず、夏の納涼家族例会に続きクリ

スマス家族例会と正月最初の南クラブとの賀詞交換例会も断

念しました。 

今年度は対外活動のみならず身近な懇親活動すらままならな

い状態となってしまいました。何とか予定通りの 2 月再開を目

指していましたが、11 都府県を対象に緊急事態宣言が発出さ

れたことから対象期間の経過を待って、10 都府県では継続さ

れている中での本日の再開となりました。 

 さて、私にとっては頭の痛い年度となってしまいましたが、

この原則として毎週開催される通常例会は、何と言っても当ク

ラブの活動の源泉であることは会員の皆様も共通の認識を持

っていただいていることと思います。今年度の月別出席率を見

ますと、7 月～9 月までの 3 か月間は 78～75％で推移していま

したが、10 月に 80％をクリアしてホッとしていたところ 11月

は 69.4％と 70％を下回ってしまいました。そうしたタイミン

グでの例会休会の決断は、大変苦しい選択でした。11 月までの

累積出席率は 782/1,033 機会＝75.7％です。メイクアップを含

んでも 802/1,033＝77.6％と 2 ポイント改善です。納涼家族例

会・クリスマス家族例会の最近 3 年間の加重平均参加率が

80.7％であり、80.7－75.7＝5 ポイントの差があり、今年度こ

の二つの親睦例会が開催できなかったことはクラブの基礎的

な活動にダメージを受けたと言わざるを得ません。 

また、戦略計画委員会が活動を進めるに際して実施した会員に

対するアンケートからも会員の皆様の傾向がわかります。私が

一番気になったのは、特に若い世代に、現状の対外的活動に満

足しておらず、もっと積極的に活動すべきであるとの意見が多

くみられたことです。アンケートに対する回答者率を見ても50

歳未満が 78％と最も高く意欲的です。一方で、60 歳代の回答

者率は 45％と半数以下であることが気になるところです。全

体では 57％でしたが、コロナ禍における今のクラブの実情を

反映した結果なのかもしれません。 

会員の総力を結集してコロナ禍にも負けない強い焼津クラブ

にしていきたいと思います。会員諸兄のご協力をお願い致しま

す。「私のロータリィ･･その 6」今の焼津ロータリークラブでし

た。 

 

RI2620 地区からの委嘱状の伝達  

   杉本  昭 会長  

松村友吉君、岡村延昌君に RI2620 地区より 2021～2022 年度

の委嘱状が届いておりますので、伝達式を行います。 

松村友吉君 地区戦略計画委員会 委員 

      地区諮問委員会・指名委員会 委員 

      地区研修委員会 委員 

      ロータリー財団委員会 委員長兼アドバイザー 

      地区危機管理委員会 委員 

RLI 委員会 副委員長 

新クラブ拡大アドバイザー(静岡第 1 グループ) 

ロータリー理念委員会 副委員長 

 

岡村延昌君 地区会員増強維持拡大委員会 副委員長 

 

米山功労クラブ感謝状が届いておりますので、  

披露しました。         杉本  昭  会長  

 

RLI 終了バッジを松村友吉パストガバナーより  

杉本昭会長に授与します。         

 

 

 

 

 

 

第 2907 回例会(第 20回) 例会  2 月 25日(木) 12:30～ 

司会  村田 昌弘 幹事 

ソングリーダー 親睦活動委員会 坂本 繁 委員長 

 ♪奉仕の理想 

四つのテスト 職業奉仕委員会 近藤 吉典 委員長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村田 昌弘 幹事 

 

・12 月 8 日に増田一郎君より退会届が提出され同日、持回り 

理事会で承認されました。 

・新会員候補者の会員資格と職業分類資格が適格であるとの 

報告を受け、 理事会でも異議ございませんでしたので本日 

より 7 日間の公示に入ります。ホワイトボートをご確認く 

ださい。二人の職業分類は保険業、飲食業です。 

・クラブの定款、細則、内規の見直し改定作業を行うための 

チームを指名し 2 月 15 日より発足しました。 

・3 月例会のプログラムが承認されましたので配布しまし 

た。 

 

村田 昌弘 幹事 

 

・2 月 18 日に第 3 回クラブ協議会を開催し、各委員長より委 

員会の中間事業報告を行いました。 

・本日、例会終了後理事会を開催しますので理事、役員の皆 

様はよろしくお願いします。 

・本日より卓上プレートが新しくなりました。 

 

芳村 正樹 副幹事 

 

・次年度第 1 回予備理事会（持ち回り）にて会場監督委員長 

に吉田典充君を選出しました。 

・次年度第 2 回予備理事会（持ち回り）にて組織構成と各委 

員会委員長、副委員長を選出しました。 

・次年度第 3 回予備理事会にて委員会構成が承認されまし 

た。 

 

 

 

 

米山委員会 青島 直久 委員長 

奨学留学生のナンイチエンさんですが、新型コロナ感染拡大の

影響もあり、今月から例会に出席できないとの事で連絡を受け

ました。本人からお礼のお手紙を頂きましたので披露します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂本 繁 君 

 

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 柴田 英典 君 S38.12.16 

久野 匠一 君 S20.12.20 久保田好一 君 S22.12.23 

佐久間博之 君 S46.12.28 仲野 和則 君 S17.1.9 

石田江利子 君 S45.1.21 水野 康男 君 S25.2.7 

中島 忍  君 S47.2.11 岡村 延昌 君 S31.2.16 

村松 孝保 君 S35.2.18 八木 利樹 君 S33.2.26 

鈴木 啓央 君 S39.3.1 

 

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 

深沢 英雄 君（街子様） 12.9 

久保田 倫生 君（直子様）12.9 

塩川 彰 君（三奈子様）12.16 

 

倉嶋 伸康 君（利通子様）1.22 

多々良 匡 君（節子様）2.11 

河合 博 君（とく子様）2.19 

杉本 昭 君（久美子様）2.24 

近藤 吉典 君（洋子様）2.25 

 

 

多々良 匡 君 

 

岡村 延昌 君 

この度、私の罹患につきまして会並びに会員諸兄の皆様にご

迷惑ご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。悪い事

もあれば良い事をある様で、昨年 11月 26 日私の療養に始ま

り、11 月 30 日妻が腹膜炎と腸閉塞で即入院手術となり、12

月 3 日に長女に第一子長男が誕生、その後妻が 12月 9 日に無

事退院、私は 12月 18 日に無事退院、12 月 29 日には長男第

一子長男が誕生、明けて本年 1 月 18 日三男に第一子長男が誕

生、先日 2 月 14 日には次男がディズニーシーミラコスタで婚

礼を挙げました。その間 3 回のお七夜と 3 回の初宮参りを挙

げさせて頂きました。まるで三つ子のじじいになった様です

が、三つ子より大変でした。幸い七五三はまとめてできそう

ですが。私にとって怒涛の三ケ月でありました。この場をお

借りし、ご報告を兼ねてスマイルさせて頂きます。 

 

深沢 英雄 君 

ご迷惑とご心配をおかけしました。詳しくは今日の卓話でお話

します。 

 

金丸 好孝 君 

ご心配とご迷惑をおかけしました。 

 

 



柴田 英典 君 

副業で 1 月に障がい者グループホームを静岡市駿河区用宗に

て開業しました。障がいがある方の地域生活の拠点となるよう

サポートしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

卓話者  深沢  英雄  君  

会員卓話 「コロナウイルスの怖さを知ろう」  

 

一昨年の 12 月から新型コロナの新聞記事をファイ

リングされているとの事で、今日までの経緯、統計

などを説明頂きました。 
 

 

 

 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

月日 

M-UP 

確定 

出席率 

2月 25日 
53 

(53) 
40名 75.47% 名 % 

 

ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


