
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

創立記念日・物故会員に黙祷 
昭和 35 年 7 月 11 日、焼津ロータリークラブが創立

しました。クラブの礎を築き、クラブ発展のために

ご尽力いただきました物故会員を偲んで黙祷を捧

げた後、杉本昭直前会長により、会員で乾杯しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大石 博之 会長 

 焼津市もワクチンの

接種がはじまっていま

す。 

すでに接種された方も

あるのではないでしょ

うか。 

1331 年、中国大陸で発

生した感染症は、中国

の人口の約半数を死亡させ、これが貿易ルートに沿って

中東、北アフリカに広がり、1347 年地中海の港に停泊し

た大型帆船から、歴史上最も危険な疫病の 1 つが解き放

たれた。 

積荷や、乗客に紛れて上陸したネズミたちに病原菌をも

つノミが付いていた。同じことがヨーロッパ中の港で繰

り返された結果、1347 年から 1351 年にかけて、ヨーロ

ッパを覆った黒死病（ペスト）のバンデミックは史上最

悪の規模となり、ヨーロッパの人口の 3 分の 1 約 7,000

万人の人の命が失われた。当時の世界の総人口は、4 億

5 千万人程度と言われているので、ペストで死亡した約

1億人は世界の人口の 20％以上だったということになり

ます。このペストの大流行は歴史上 2 度目で、1 回目と

3 回目があるということです。 

今、蔓延しているコロナウイルスも、型を変えて感染

を繰り返しているが、さらに強力なウイルスが出現して、

昔のペストのような被害をもたらさないとも限らない。 

 

現在、世界中でコロナの感染者数は 18,200 万人。 

その内死亡した人は少なくても 400万に達しているとの

ことです。 

ワクチン接種で、感染が落ち着いたように見えますが、

1 年後感染状況がどうなっているのか、その位のスパン

は結論を出すには必要ではないかと思います。 

 

焼津南ロータリークラブ会長挨拶 

   焼津南ロータリークラブ   石田 善秋 会長 

 

こんにちは。焼津南ロータリークラブ会長の石田です。 

同じく幹事の滝浪とともにお邪魔させていただき、新任の挨拶

をさせていただきます。 

初めに昨年度は焼津ロータリークラブ 60 周年、そして 11 日が

創立記念日ということでおめでとうございます。 

焼津南ロータリークラブも昨年 45 周年を迎えました。焼津ロ

ータリークラブの 15 周年の記念事業として創立したクラブで

す。創立以来、大変お世話になっております。 

さて、今年度の RI 会長シェカール・メータ会長のテーマ「奉

仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。 

その会長よりロータリー奉仕デーを実施するようにとのこと

で、焼津ロータリークラブさんと協力させていただき、一緒に
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奉仕デーを実施する計画でおります。その際はどうぞよろしく

お願い致します。 

焼津南ロータリークラブは本年度、例会場を正式に舟小屋さん

に変更しました。来週は、大石会長、芳村幹事が訪問いただき

ます。本年度も焼津ロータリークラブのご支援、ご協力を重ね

て申し上げます。 

本日は、ありがとうございます。 

 

 

  芳村 正樹 幹事 

 

①クラブ計画書を本日配布しました。 

②次週第 3 例会は、RI2620 地区第 4 グループの掛川 RC

の小谷幸一ガバナー補佐が来訪されます。 

③60 周年記念事業の際の記念写真が完成しました。皆様

に配布しました。 

 

 
 

 

職業奉仕委員会 鈴木 啓央 委員長 

8 月第 1 例会 8 月 5 日は長福寺さんにて早朝座禅

例会となります。朝早い時間となりますが、ご出

席よろしくお願いします。 

青少年奉仕委員会 坂本 繁 委員長 

例年、開催されていた春風寮のこども夏まつりが

中止となりました。 
 

 

喜寿のお祝い       大石 博之 会長 

 

６月１６日に倉嶋伸康君が喜寿を迎えました。 

ここで、喜寿のお祝いを行います。 

 

倉嶋伸康君 

77 歳になった実感がまだ湧きません。1954 年(昭和 29

年)午年の 67歳、そんな気持ちで頑張ってまいります。 

ありがとうございました。 

 

 

 

親睦活動委員会 村松 英和 委員長 

本人誕生祝 

福田 雄吾 君(S43.7.3) 

中山 晃一 君(S39.7.11) 

夫人誕生祝 

浅原 博 君  (秀子様  7.3) 

片岡 征哉 君 (こずえ様 7.4) 

見原 健司 君 (智美様  7.11) 

吉田 雄一 君 (あい子様 7.13) 

 

 

スマイル委員会 水野 康男 委員長 

 

焼津南ロータリークラブ 石田善秋会長、滝浪智昭幹事 

本日はお世話になります。会長・幹事共々、新任のご挨拶に 

伺いました。よろしくお願い致します。今年度も焼津ロータ 

リークラブ様のご指導、ご支援、協力お願い致します。 

橋本 喜史 君 

このたび体育功労章をいただきましたのでスマイルに協力 

致します。 

大石 博之 君 

今年一年宜しくお願いします。頼りない会長ですが、御協 

力をお願い致します。 

芳村 正樹 君 

今年度、幹事を務めさせて頂きます。精一杯頑張ります。 

皆様からのご指導とご支援、どうぞ宜しくお願い致します。 

加えて、焼津南ロータリークラブ石田会長、滝浪幹事の来 

訪を大歓迎し、スマイルします。 

 

通常総会       進行 幹事 芳村 正樹 

焼津ロータリークラブ内規第 12 条により通常総会を開会いたし

ます。焼津ロータリークラブ細則第 3 条第 1 節により議長を大石

会長にお願いします。 

「定足数の確認」  芳村 正樹 幹事 

会員総数 54 名本日の出席者 46 名であり、焼津ロータリークラブ

細則第 4 条第 4 節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 倉島 伸康 君 

「監査報告」 

監査の吉田雄一君が欠席のため（代理）芳村 正樹 幹事 

 7 月 6 日、吉田雄一監査、杉本昭直前会長、村田昌弘直前幹 

事、倉嶋伸康直前会計の元、監査を行い、適正であることが 

承認されたことの報告がありました。 

第 1 号議案 賛成多数により可決 

 「第 2 号議案 本年度予算案」  会計 大石 訓永 君 

第２号議案 賛成多数により可決 

「通常総会閉会」 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

6月17日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 8日 
54 

(54) 
46名 85.19% 0名 83.33% 

 

 

 

 

ありません。 

 

 


