
今日のメニュー 

◆ 白金豚ロースの香り揚げ サラダ添え 

◆ スープ 

◆ ザーサイ、ライス 

◆ 杏仁豆腐 
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  「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 2595 回例会       令和２年７月１６日 

 
Ⅰ．開会点鐘 
 

Ⅱ．ゲスト紹介 
 
Ⅲ．会長の時間 
 
Ⅳ．幹事報告 
① 2020-21 年度 上期普通寄付金のお願い 

〔公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会〕 

② 令和 2 年 7 月豪雨災害への災害義援金のお願い 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ 第 2520 地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

③ 社会福祉法人 盛岡いのちの電話 第 124 号 

〔社会福祉法人盛岡いのちの電話 理事長 金澤弘幸〕 

④ 公式訪問についてのご連絡(お願い) 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ 第 2520 地区 代表幹事 菊池忠彦〕 

⑤ 地区クラブ奉仕委員会からのアンケートのお願い 

〔ガバナー事務所〕 

⑥ ハイライトよねやま Vol.244  

〔公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会〕 

⑦ ルンビニーだより 

〔社会福祉法人 光林会〕 

⑧ 青少年交換派遣生(長期 2019-20 年度)藤舘英梨奈さんの

帰国報告会について 

〔花巻 RC 会長 阿部一郎〕 

⑨ 花巻南 RC 表敬訪問及び大和 RC の訪問計画案の打ち合

わせ 

〔大和 RC 会長 富岡弘文〕 

⑩ 2020-21 年度青少年交換(長期)派遣事業に関する重要な

お知らせ 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ 第 2520 地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

 
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（2） 
  ・ 決算報告・予算審議 

  ・ 小委員長挨拶② 

 

【前回確認事項】 

    １．配布 

     ●第 2594 回例会週報 

２．出席･メーキャップ 

  ●7/9 20/ 35 人 

          出席率 64.5% 前回修正 70.9% 

      ●メーキャップ： 

   7/4(土)大和造園土木ブルーベリーまつり 

   金星少年少女オーケストラ助成金贈呈式 

   照井敬孝君、照井正樹君、高橋誠君、 

   渡辺正乃君、鎌田定悦君、似内裕司君、 

   千葉功君 

  7/5(日)鈴木賢直前ガバナー及び直前ガバナー 

   補佐慰労会 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君、照井敬孝君、 

   照井正樹君 

３．ニコニコ BOX 

 

 岩舘正明君「出席奨励委員長になりましたので

ボックスさせていただきます（5,000 円）」 

 栗原祐二君「二期連続の BOX 小委員長です。

皆さまのご支援よろしくお願いいたします。

（3,000 円）」 
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職業分類・会員選考 

小委員長川辺助之君 

出席奨励小委員長 

岩舘正明君 

プログラム小委員長 

藤本純一君 

ニコニコ BOX 小委員長

栗原祐二君 

 

 

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     
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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 

 

第 2595回例会 
2020/7/16 

会長の時間 似内裕司会長 

⚫ 花巻市長よりぎんどろ公園への植樹

に対するお礼状が来たことの報告、

および読み上げ。 

⚫ 7/4 だいわブルベリーまつりにおい

て金星少年少女オーケストラへ 5 万

円の寄付をしたことの報告 

⚫ 虹の色は、日本では 7 色であるが、

外国では、2 色~6 色など、文化、生

活様式により違いがある。虹は必ず

大小 2 個出来るが、通常は小さい虹

しか見えないです。もし大きい虹も

見えたときはよく見ると色の配列が

小さい虹と逆であることが分かりま

す。虹を見かけることが有れば観察

してみてください。 

 

2020-21 年度クラブ協議会（1） 
会長エレクト、副会長、大委員長、小委員長挨拶 

会長エレクト 
照井敬孝君 

副会長 
菊池忠彦君 

職業奉仕大委員長 
奥山 隆君 

社会奉仕大委員長 
山口和久君 

青少年奉仕大委員長
照井正樹君 

国際奉仕大委員長
嶋利幸君 


