
                                     
 

 RI 2020-2021 テーマ 

  「ロータリーは機会の扉を開く」 Rotary Opens Opportunities 

   R I 会 長  ﾎﾙｶﾞｰ・ｸﾅｰｸ （Herzogtum Lauenburg-Mölln RC /ドイツ） 

    第 2 5 2 0 地 区 ガバナー 伊藤 智仁 （花巻南ロータリークラブ） 

    花巻南ロータリークラブ会長 似内 裕司 
 

 第 2594 回例会       令和２年７月９日 

 
Ⅰ．開会点鐘 
 

Ⅱ．ゲスト紹介 

 

Ⅲ．会長の時間 

 

Ⅳ．幹事報告 

① 第 27 回豊沢川ｸﾘｰﾝ作戦ご協力のお願い 

〔豊沢川活性化・清流化事業推進協議会 会長 藤村弘文〕 

② 2020-21 年度地区資金（前期）送金のお願い 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区 地区代表幹事 菊池忠彦〕 

③ 職業奉仕委員会 ｱﾝｹｰﾄ 

〔2020-21 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所 職業奉仕委員会 

委員長 松坂宏造〕 

④ ｸﾗﾌﾞ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・会員増強・R 公共ｲﾒｰｼﾞ 

向上委員会 合同ｾﾐﾅｰのご案内 変更修正版 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区 2020-21 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ伊藤智仁〕 

⑤ ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会代替行事 ﾛｰﾀﾘｰ重点分野に関する 

ﾚﾎﾟｰﾄ募集について（お願い） 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2520 地区 2020-21 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ伊藤智仁〕 

⑥ 新年度に当たり各ｸﾗﾌﾞへの文書配信のお願い 

〔2020-21 年度 ﾛｰﾀﾘｰ文庫運営委員会  

委員長 青木貞雄〕 

⑦ 創立 40 周年記念特別会報送付ご案内 

〔盛岡東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 柴田 茂〕 

⑧ 令和 2 年度花巻市市民憲章推進協議会書面議決書のとり

まとめ結果について(ご報告) 

〔花巻市民憲章推進協議会 会長 三田 望〕 

⑨ 日本のﾛｰﾀﾘｰ 100 周年記念ﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ 

使用申請について 

〔日本のﾛｰﾀﾘｰ 100 周年実行委員会 記念事業当委員会 

委員長 鈴木 喬〕 

 
Ⅴ．慶祝（月初のみ） 
 

Ⅵ．委員会報告 

 

Ⅶ．ニコニコ BOX 

 
Ⅷ．出席報告   

    本日       人 / 35 人        ％ 

 

Ⅸ．プログラム 

  クラブ協議会（１） 

  会長エレクト、副会長、大委員長、小委員長 

【前回確認事項】 

    １．配布 
     ●第 2593 回例会週報 

２．出席･メーキャップ 
  ●7/2 22/ 35 人  

          出席率 68.7% 前回修正 78.1% 

      ●メーキャップ： 

   6/25(木) 地区奉仕 4 委員会合同委員会 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君、澤田隆道君、 

   山口和久君、高橋照幸君 

  6/27(土) 地区 RLI 研修会打合せ 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君、藤本純一君、 

   照井敬孝君、照井正樹君、嶋利幸君、 

   渡辺正乃君、八森辰雄君金澤俊司君 

  6/27(土) ガバナー補佐引継ぎ会 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君、藤本純一君、 

   照井敬孝君、照井正樹君、嶋利幸君、 

   渡辺正乃君 

  6/29(月) 植樹セレモニー 

   藤本純一君、照井敬孝君、照井正樹君、 

   嶋利幸君、山口和久君、高橋照幸君、 

   高橋誠君、岩舘正明君、鎌田定悦君、 

   栗原祐二君、宮澤一郎君、似内裕司君 

   千葉功君、佐々木繁樹君 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 



本日のメニュー 

◆夏野菜のキーマカレー風ライス 

◆スープ 

◆サラダ、福神漬 

◆デザート 

 

 

 

 

 ３．ニコニコ BOX 

  

 ★似内裕司君「今年度会長を務めます。皆様

 のご支援、ご協力をお願いいたします。千葉

 会長ごくろう様でした。（10,000 円）」 

 ★千葉功君「誕生日プレゼントありがとうご

 ざいます。夫婦分 6,000 円、2019-2020 年

 度会長任期満了ありがとうございました。

 4,039 円（内訳：2,019 円+2,020 円）（合計

 10,039 円）」★本舘憲一君「家内の誕生祝

 ありがとうございます。（3,000 円）」 

 ★照井正樹君「7 月 22 日で 44 歳です。アラ

 フォーラスト年も気合で楽しみます。

 （3,000 円）」★高橋誠君「妻の誕生月、 

 ありがとうございます。（3,000 円）」 

 ★富沢良一君「千葉会長 1 年間ありがとう

 ございました。そして似内会長よろしくお願

 い致します。ボックスします（3,000 円）」

 ★宮澤一郎君「今年度会場監督を務めさせて

 頂きます。（5,000 円）」★鎌田定 悦君 

 「7 月 4 日（土）開催のだいわブルーベリー

 まつりと翌週１１日（土）ブルーベリー園が

 オープンしますので是非、来場頂ければ幸い

 です。（5,000 円）」 

 

 

 

第 2593回例会 
2020/7/2 

前年度千葉功会長より今年度似内裕司会長

へ会長バッチの引継ぎです 

会長の時間：似内裕司会長 

今年度 1 年間よろしくお願いします。会長の

時間はなるべくみんなの為になる話をしてい

きたいと思います。 

本日の話題は飲食店で働くアルバイトの学生

が、自らの判断で、視覚障害者への食事の介

助方法としてクロックポジションという手法

を実践し、お客様を満足させ、大変喜んでも

らうことが出来ましたというお話です。私た

ちもこのような気配りができる様に頑張りま

しょう。 

幹事報告：高橋誠幹事 
地区研修・協議会 

動画 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶祝司会進行 

本年度親睦委員長：高橋照幸君 

 

7 月度慶祝の様子 

会員誕生日：千葉功君 

会員誕生日：照井正樹君 夫人誕生日：千葉まり子さん 

夫人誕生日：高橋直子さん 
夫人誕生日：本舘睦子さん 

会長所信表明：似内裕司会長 

本年度の RI のテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」ですがその機会を求めて

つかみ取ってほしい。現在の南ロータリーの課題は会員の減少、高齢化、出席

率の低下であるが、戦略立案会議を立ち上げ、5 年後のあるべき姿を考えてい

きたい。加えて、本年度は伊藤智仁ガバナーを輩出しているので協力、バック

アップをしていきたい。 

幹事挨拶：高橋誠幹事 

今年は新型コロナの影響により変化の年であります

ので、色々と勉強させていただきたいと思います。 

さらに本年度は積極的に参加していきますのでよろ

しくお願いします。 



 

 

７月 ８月 ９月 

新年度 会員増強・新クラブ結成推進月間 基本的教育と識字率向上月間 

【会員誕生】 

千葉 功、照井正樹 

佐々木盛光 

【夫人誕生】 

千葉まり子、及川鈴子、本舘睦子 

髙橋直子 
【結婚記念】 佐藤 寧 

【会員誕生】 

なし 

【夫人誕生】 

小野由希恵、伊藤千秋 

【結婚記念】 

なし 

【会員誕生】 
佐藤 寧、宮澤一郎 
【夫人誕生】 
岩舘裕美、川辺美代子 
【結婚記念】 
本舘憲一、佐々木盛光、 
山口和久、鎌田定悦 

2 
新年度初例会 

会長所信表明・幹事挨拶 
6 

会員増強委員長 
富沢 良一 

3 
出席奨励委員長 
岩舘 正明 

9 クラブ協議会（1） 13 休  会 10 
友好クラブ委員長 

鎌田 定悦 

16 クラブ協議会（2） 20 
ニコニコ BOX 委員長 

栗原 祐二 
17 

会員卓話 
高橋 照幸 

23 休  会 27 
クラブ奉仕大委員長 

会長エレクト 
照井 敬孝 

24 
職業奉仕委員長 

奥山 隆 

30 ガバナー激励会     

事務所／〒025-0075  花巻市花城町 10-27  花巻商工会議所内  TEL・FAX 0198-41-1133 
例会 [木曜日  12：30]  ホテル花城／花巻市東町 9-30 TEL 0198-22-2333  FAX 22-2336 

 

本年度ガバナー及びスタッフ挨拶 

伊藤智仁ガバナー 

菊池忠彦代表幹事 
照井敬孝副代表幹事 照井正樹副代表幹事 

佐々木繁樹総務副委員長 

嶋利幸総務委員長 

 
藤本純一アドバイザー 

 
7 月 4 日(土)だいわブルベ

リーまつり会場において金

星少年少女オーケストラへ

助成金贈呈 


