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 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 2601 回例会 令和 2 年 9 月 10 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 

 ・「例会時のコロナ対策調査」回答一覧 

〔ガバナー事務所〕 

 ・オンライン特別講演会 電波望遠鏡で挑む 

       最新天文学のご案内 

〔花巻 RC 会長 阿部一郎〕 

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 2600 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●9 月 3 日(木) 34 名中 21 名出席 

   出席率 67.7% 前回修正 77.4% 

   メーキャップ 

  8/29(土) 地区 RLI ファシリテーター勉強会 

   八森辰雄君、金澤俊司君 

   9/2 (水) ガバナー公式訪問（仙台北 RC） 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君君 

      

３．ニコニコ BOX 
 
 

♦ ローストポーク デミグラソース 

   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 

9 月 3 日例会 

宮澤一郎君「誕生祝、有難うございます。(3,000

円)」川辺助之君「川辺美代子誕生日祝ありがとう

ございます。(3,000 円)」山口和久君「今年も 9 月

の結婚記念を迎えることが出来、感謝を込め、BOX

します。(3,000 円)」鎌田定悦君「結婚して早いも

ので 41 年目になりました。(3,000 円)」岩舘正明君

「妻の誕生祝ありがとうございます。きれいなお花

をいただきまして大変ありがとうございます。

(3,000 円)」高橋照幸君「明日の 3 ロータリークラ

ブ親睦ゴルフコンペ楽しんでください。応援を込め

てボックスします。(3,000 円)」 



 

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  

 
 
 
・出席率向上の為には、食事を食べて、コーヒー 

 を飲んで、メンバーと会話し、話を聞く。 

 そういう事を皆が楽しめば、出席率も上がると 

 思います。（週報に次週のメニューを載せる案 

 は、諸事情により却下します。週報担当：渡辺) 

 

・出欠確認の FAX に他のクラブのメーキャップ 

 情報を載せるのも出席率向上に繋がると思います。 

 (宮澤一郎会場監督)    

会長の時間 似内裕司会長 

基本的教育と識字率向上月間に寄せて 

昨年度のインターアクトの年次大会がコロナの影響に

より中止になりましたが、その代わりに、各インター

アクト校より、ロータリーのテーマに沿ったレポート

を提出してもらいました。その中から東校の 2 年生

生徒のレポートを紹介します。 

 平和の推進というテーマです。「まず、真の平和を

実現するためには、武力紛争を解決するだけでなく、

その他様々な問題に目を向けて、多くの人々が解決に

向けて努力しなければいけないとまとめている。次

に、命と教育と平和の関係についてアフリカを例に挙

げ説明している。教育とは人の生命を守り、社会生活

を助けるものであるが、アフリカは識字率が世界平均

よりもだいぶ低く、子供に教育を受けさせる認識が低

い。それを改善させるために我々の具体的活動が不可

欠である。」と書いています。今回は簡単に紹介しま 

   したが、我々の活動を理 

   解したうえで書かれたレ 

   ポートだと思いますの 

   で、年間計画の中で、皆 

   さんに発表する機会を設 

   けたいと思います。 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

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 

ゲストスピーチ 
豊沢川土地改良区 

理事長 久保田泰輝様 

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 2600 回例会 
2020/9/3 

出席奨励委員長 
岩舘正明君 

9 月度慶祝 

花巻市内 3 ロータリークラブ親睦ゴルフコンペ 
 
9 月 4 日(金) 盛岡南ゴルフクラブにて 
6 名参加  結果は本日報告？ 


