
                                     
 

 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 2600 回例会 令和 2 年 9 月 3 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 

 ・2020－2021 年度 RYLA 中止について 

〔青少年奉仕委員会 委員長 三浦滋〕 

 ・「第 51 回ルンビニー祭」中止のお知らせ 

〔社会福祉法人光林会 理事長 三井 信義〕 

 ・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」 

第 22 号の配布について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

 ・2020-21 年度国際ロータリーゾーン 1A.2.3  

第 49回ロータリー研究会案内及びご登録について 

〔国際ロータリー第 2520 地区 伊藤智仁〕 

 ・9月ロータリーレート  1 ドル＝106 円 

〔国際ロータリー日本事務局 経理室〕 

 ・新型コロナウイルス感染症に関する 

友事務所対応の件（8 報） 

〔ロータリーの友事務所〕 

 ・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた 

「日本事務局在宅勤務」 延長のお知らせ 

〔国際ロータリー日本事務局〕 

 ・RID2520 地区クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・会 

 員増強・ロータリー公共イメージ向上合同セミナーの資料 

〔RID2012-13 ガバナー 髙野孫左ヱ門〕 

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 2599 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●8 月 27 日(木) 34 名中 14 名出席 

   出席率 45.1% 前回修正 70.9% 

   メーキャップ 

  8/22(土) イノベーション 2020 会議・ 

ファイヤーサイドミーティング 

   藤本純一君、照井敬孝君、髙橋誠君、菊池

  忠彦君、富沢良一君、宮澤一郎君、似内裕

  司君、佐々木繁樹君・渡辺正乃君  

  8/25(火) ガバナー公式訪問 

（北上・北上西・北上和賀） 

   伊藤智仁君、嶋利幸君 

   8/26(水) ガバナー公式訪問（盛岡西北） 

   伊藤智仁君、渡辺正乃君 

   8/27(木) ガバナー公式訪問（盛岡滝ノ沢） 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君   

３．ニコニコ BOX 
 
 

♦ 蟹爪フライと帆立フライの 

  チリソース サラダ添え 

♦ スープ 

♦ ライス、ザーサイ 

♦ 杏仁豆腐 

♦

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

8 月 27 日例会 

 なし 

 



 

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  

会長の時間 似内裕司会長 

 国際ロータリークラブよりアフリカ地域におけるポ

リオが根絶したという認定を世界保健機構より受けま

したという報告を戴きました。これは、「長年に渡る

ロータリー会員や関係者の取り組みによる成果です。

これからも全世界からのポリオの根絶を目指して皆様

のご支援、ご協力をお願いいたします。」という IR 会

長からのメッセージが添えられております。これから

も協力お願いいたします。 

 
 

 
・本年度似内会長の命により 

 戦略立案会議を立ち上げました 

 先日第 1 回目を開催し、9 名の 

 参加で、「例会の在り方」、「 

 会員募集」、「卓話のあり方」 

 、「委員会の編成」、「委員会 

 事業」、「寄付金」のテーマについて話し合 

 いました。今年度、後 3 回ほど予定しており 

 ますので、検討事項も含めてさらに話し合い 

 を進めていきたいと思います。逐次報告して 

 行きますのでよろしくお願い致します。 

・次に自分の仕事の話になりますが、時節柄さ 

 んまの話をしたいと思います。すでに各種報 

 道等でご存じかと思いますが、今年も昨年に 

 引き続き、不漁となっておりますが昨年より 

 さらに取れません。その結果、グラム数に換 

 算しますと、高級マグロと同等の値段になっ 

 ており、庶民が食べる魚ではなくなっており 

 ます。不漁の原因は地球温暖化による生態系 

 の変化に起因していると思われます。 

 今後ますます、魚は取れなくなっていくと思 

 われます。よって産業構造も変化して行くか 

 もしれません。時代に対応した経営戦略が必 

 要だと思います。 

 

  

    

ガバナー公式訪問動画 

以下の QR コードで 2520 地区

ホームページ内動画集のページ 

へアクセスできます        

 

 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

  

９月 １０月 １１月 

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 ロータリー財団月間 

【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 

【会員誕生】 
栗原祐二、藤本純一 
【夫人誕生】 
似内優子 
【結婚記念】 
八森辰雄、高橋照幸、照井敬孝、
照井正樹、菊池忠彦、小田島修二 

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 
5 

ロータリー財団委員長 
金澤 俊司 

10 
会員卓話 
高橋 照幸 

8 ガバナー補佐訪問 12 
会員卓話 
高橋 溥芳 

17 
友好クラブ委員長 

鎌田 定悦 
15 

会員卓話 
千葉 功 

19 
会員卓話 
八森 辰雄 

24 
ゲストスピーチ(予定) 

担当：奥山隆 

ｲﾄｰﾖｰｶ堂花巻店店長櫛田泰吾様 
22 

社会奉仕大委員長 
山口和久 

26 
会員卓話 
及川 洋吉 

  27 
３RC 合同例会 

地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 
  

第 2599回例会 
2020/8/27 ｸﾗﾌﾞ奉仕大委員長 

会長ｴﾚｸﾄ 照井敬孝君 


