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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 2598回例会 令和 2年 8月 20 日 

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 

 ・新型コロナウイルス感染防止と感染者発生時の 

  対応について 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー伊藤智仁〕 

 ・ハイライトよねやま Vol.245 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 

 ・令和 2 年度市民憲章運動実践活動表彰に係る 

  被表彰候補者の推薦について(お願い) 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田 望〕 

 8/6 未掲載分(前回報告済み)  

 ・ガバナー事務所の夏季休業について 

 〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー事務所 

   代表幹事 菊池忠彦〕 

 ・8 月ロータリーレート 1 ドル＝105 円 

〔ガバナー事務所〕 

 ・クラブ運営及び活動計画・活動報告書送付の 

  お知らせ 

〔花巻北 RC〕 

 ・2020－21 年度クラブ活動計画書 

〔北上 RC〕 

 ・令和 2 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 

  会費納入について(御礼) 

   〔花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 

 会長 藤沼弘文〕 

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 

  

Ⅻ．閉会点鐘       似内裕司会長 

【前回確認事項】 
１．配布 

  ●第 2597回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●8月 6日(木) 34 名中 21名出席 

   出席率 63.6% 前回修正 72.7% 

   メーキャップ 

  7/7(火) ガバナー公式訪問(二戸) 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君  

  7/10(金) ガバナー公式訪問 

(宮古・宮古東・山田) 

   伊藤智仁君、照井正樹君  

  7/14(火)・8/5(水)ガバナー公式訪問 

               (千厩・盛岡北) 

   伊藤智仁君、佐々木繁樹君  

  7/15(水)・7/30(木) ガバナー公式訪問 

(釜石・釜石東・遠野・大槌・気仙沼・気仙沼南) 

   伊藤智仁君、嶋利幸君  

  7/21(火) ガバナー公式訪問 

        (大船渡・大船渡西・陸前高田) 

   伊藤智仁君、照井敬孝君  

  8/4(火) ガバナー公式訪問(盛岡南) 

   伊藤智仁君、渡辺正乃君 

  

３．ニコニコ BOX 
8 月 6 日例会分 

富沢良一君「会員増強委員会の富沢です。皆様より 

の新規会員の情報提供をよろしくお願い致します。ボ

ックス致します。(3,000 円)」 

伊藤智仁君「妻の協力を得ながら、為になる 1 年間を

送ります。(3,000 円)」 

栗原祐二君「明日より全米ゴルフ選手権大会がスター

トします。プロゴルファー松山英樹君が出場します。

日本代表がんばれ❕（3,000 円）」 

♦ 鰆
さわら

のオーブン焼き サラダ添え 

♦ スープ 

♦ ライス 

♦ デザート 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 



 

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  

 
 
 
・今年度の会員増強目標は 2 名以上です。 

・目標達成の為に会員の皆様には、情報提 

 供をお願いいたします。 

・現在 2 名に対して入会を 

 勧めております。 

・前会員の後継者 3，4 名 

 にもアプローチして 

 みたいと思います。 

 伊藤ガバナーより会員増強について 

   現在公式訪問中ですが、公

  式訪問においても会員増強に

  ついての話をしています。イ

  ンターアクト校を通じて子供

  達の指針になれたり、会員卓

話を通じて社会を学ぶのもロータリーの魅力に

なるのではないでしょうか。   

  

    

 

 

 

 

 

      

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 
会員卓話 
高橋 照幸 

8 ガバナー補佐訪問 

20 
ニコニコ BOX 委員長 

栗原 祐二 
17 

友好クラブ委員長 
鎌田 定悦 

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 

社会奉仕大委員長 
山口和久 

    27 
３RC 合同例会 

地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

第 2597回例会 
2020/8/6 

会長の時間 似内裕司会長 

 7 月 24，25 日花巻で花火が打ちあがりました。24 日

の花火は日本青年会議所のプロジェクトでオリンピック

の開会式が行われる予定だったこの日､新しい日本を始

めようという思いから｢始まりの花火｣と題し全国 120

ヶ所で､20 時から一斉に打ち上げる企画で、花巻青年会

議所が協力し鳥谷崎公園から打ち上げました。翌 25 日

は個人の企画で、一般から協賛金を集めて、打ち上げの

費用を負担した人たちで花火を楽しもうという新しいス

タイルのイベントを開催したようです。 

 次に 7 月 20 日上町のマルカンビルに花巻おもちゃ美

術館がオープンしました。特徴は木製のおもちゃに触れ

合えることです。作ったのは、㈱小友木材店の小友社長

で、沖縄県のやんばるの森おもちゃ美術館を訪問し、そ

の素晴らしさに共感して、豊かに子育てできる街を目指

して作ったそうです。 

 新型コロナに負けずに花巻に新しい 

風を吹き込む若い人たちの活躍に今後 

も期待したいと思います。 

会員増強委員長 
富沢良一君 

 

8 月度慶祝 


