
                                     
 

 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 

 

Ⅰ．開会点鐘     似内裕司会長 
Ⅱ．ロータリーソング斉唱 
Ⅲ．四つのテスト 
Ⅳ．ゲスト紹介 
Ⅴ．会長の時間    似内裕司会長 
Ⅵ．幹事報告     高橋 誠幹事 

 ・記念切手「日本のロータリー100 周年」発行のお知らせ 

〔日本のロータリー100 周年実行委員会 委員長 辰野克彦〕 

 ・日本のロータリー100 周年を祝う会記念式典・祝賀会開催延期 

〔日本のロータリー100 周年を祝う会 委員長 千 玄室〕 

 ・花巻市内３RC 親睦ゴルフコンペのご案内 

〔花巻北 RC 会長 瀬川賢孝〕 

 ・会員増強・新クラブ結成推進月間のリソースのご案内 

〔国際ロータリー日本事務局 業務推進・IT 室〕 

Ⅶ．慶祝（月初のみ）    親睦委員会 
Ⅷ．委員会報告  
Ⅸ．ニコニコ BOX  ニコニコ BOX 委員会 
Ⅹ．出席報告     出席奨励委員会 

Ⅺ．プログラム 
    会員増強委員長 
     富沢 良一君 

Ⅻ．閉会点鐘       似内裕司会長 

  

 
 
 
 
 
 
【前回確認事項】 
１．配布 

  ●第 2595 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●7 月 16 日(木) 34 名中 22 名出席 

   出席率 64.5% 

   メーキャップ 

   なし 

  ●7 月 30 日(木) 34 名中 20 名出席 

   出席率 58.8% 前回修正 70.9% 

  メーキャップ 

   7/18(土)地区ローターアクト前期会長幹事会 

 伊藤智仁君、菊池忠彦君 

 7/28(火)花巻 RC 例会  

 似内裕司君、伊藤智仁君、菊池忠彦君  

３．ニコニコ BOX 
7 月 16 日例会分 

富沢良一君「会員の皆様のご協力により、決算報告が出来ま

した。ありがとうございます。ボックスします。(3,000

円)」高橋 誠君「本日の昼メニュー、白金豚お召しあがり

いただき、ありがとうございます。(3,000 円)」佐々木繁樹

君「早退します。（3,000 円）」 

7 月 30 日例会分 

照井敬孝君「ガバナー公式訪問でお土産をいただいてまいり

ました。伊藤ガバナー感謝いたします。(3,000 円)」 

嶋 利幸君「ガバナー公式訪問が始まり、今日は二度目の担

当で気仙沼に行ってきました。伊藤ガバナーと共に頑張りま

す。よろしくお願いします。(3,000 円)」佐々木繁樹君「伊

藤ガバナーをしっかりと支えていくよう頑張ります。(3,000

円)照井正樹君「智仁ガバナー&忠彦代表幹事&副代表幹事&

総務委員&花巻 3RC で頑張りましょう！(3,000 円)」金澤俊

司君「伊藤ガバナーの益々のご活躍を祈りボックスです！

(3,000 円)」菊池忠彦君「本年度、ガバナー年度、皆様のご

支援よろしくお願いいたします。(3,000 円)」渡辺正乃君

「今回のガバナースタッフを良い経験とし頑張りたいと思い

ます！(3,000 円)」高橋博芳君「伊藤ガバナー及びスタッフ

ご苦労さん。(3,000 円)」栗原祐二君「大リーグ野球、大谷

翔平君が 3 ランホームランを打ちました。今シーズン初のホ

ームランです。伊藤智仁ガバナー万歳！(3,000 円)」 

奥山 隆君「伊藤ガバナー1 年間頑張って下さい。幹事団も

健康に気をつけて。(3,000 円)」宮澤一郎君「伊藤ガバナ

ー、健康に留意され任期全うされます様。(3,000 円)」 

花巻 RC 会長阿部一郎君「今日はお招き頂きありがとうござ

いました。伊藤ガバナーの活躍を祈念しています。(3,000

円)」鎌田定悦君「2520 地区ガバナー伊藤智仁君、1 年間地

区の為によろしくお願いします。(10,000 円)」似内裕司君

「伊藤ガバナーと幹事団の皆様のご活躍を祈念いたします。

(3,000 円)」岩舘正明君「伊藤ガバナーの激励会の盛会を祝

念しましてボックスいたします。(5,000 円)」澤田隆道君

「伊藤ガバナーが一年間、健康に留意され活躍されますよう

お祝いいたします。(5,000 円)」高橋 誠君「豪雨災害義援

金ご協力、皆様ありがとうございます。(1,000 円)」 

千葉 功君「こまかいお金 2,000 円しかありません。(2,000

円)」 

♦ 若鶏の油淋ソース サラダ添え 

♦ スープ 

♦ ライス、ザーサイ 

♦ 杏仁豆腐 
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８月 ９月 １０月 

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 経済と地域社会発展・米山月間 

【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 

【会員誕生】 
高橋溥芳、及川洋吉、植村和雄 
【夫人誕生】 
栗原純子、鎌田眞知子 
【結婚記念】 
澤田隆道、渡辺正乃 

6 
会員増強委員長 
富沢 良一 

3 
出席奨励委員長 
岩舘 正明 

1 
米山奨学会委員長 

植村 和雄 

13 休  会 10 
友好クラブ委員長 

鎌田 定悦 
8 

社会奉仕大委員長 
山口 和久 

インターアクト校招待 
花巻農業・花巻東高校 

20 
ニコニコ BOX 委員長 

栗原 祐二 
17 

会員卓話 
高橋 照幸 

15 
会員卓話 
千葉 功 

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 
22 休  会 

    27 
３RC 合同例会 

地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

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 

 

第 2595回例会 
2020/7/16 

会長の時間 似内裕司会長 

⚫ ７月１４日熊谷長吉先生の葬儀に出席してま

いりました。在りし日のお姿を偲びながらご

冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

⚫ 今日は土用の丑の日の話です。土用とは陰陽

五行説に基づく思想です。立春、立夏、立

秋、立冬の直前１８日間のことを言います。 

季節の変わり目で、体調も崩 

しやすいので栄養のあるもの 

をという思想から夏場の丑の 

日にはうなぎが食べられて来 

たようです。 

2020-21 年度クラブ協議会（2） 
決算報告・予算審議・小委員長挨拶 

前年度決算報告、幹事報告、前年度会長挨拶 

新年度予算審議 広報委員長挨拶 

親睦委員長挨拶 

ガバナー挨拶 

第 2596回例会 
2020/7/30 

ガバナー激励会 


