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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 2602 回例会 令和 2 年 9 月 17 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 

 ・米山記念奨学会 研修会の中止について 

〔2020-2021 年度米山記念奨学会 委員長 清水 努〕 

 ・ハイライトよねやま Vol.246 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 

 ・第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会開催中止 

のご報告 

〔日台ロータリー親善会議 総裁 大島英二〕 

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 2601 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●9 月 10 日(木) 34 名中 14 名出席 

   出席率 46.6% 前回修正 76.6% 

   メーキャップ 

  9/4(金) 花巻市内 3 ロータリークラブ親睦ゴルフコンペ 

   藤本莞爾君、栗原祐二君、佐々木繁樹君 

   照井敬孝君、照井正樹君、金澤俊司君 

  9/8(火) ガバナー公式訪問（古川、古川東 RC） 

   伊藤智仁君、照井敬孝君 

  9/9(水) ガバナー公式訪問（大和、松島 RC） 

   伊藤智仁君、嶋 利幸君 

３．ニコニコ BOX 
 

♦ 赤魚の唐揚げ 玉子餡かけ 

♦ 小鉢(烏賊松前漬け) 

♦ 茶碗蒸し 

♦ ご飯、味噌汁、新香 

♦ 果物 
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9 月 3 日例会 

藤本莞爾君「3RC ゴルフ大会へ出席。会費負担金も

どりに付きボックス致します。(3,000 円)」照井敬

孝君「3 ロータリー合同ゴルフコンペで優勝いたし

ました。賞品は高源さんの白金豚缶詰セットでし

た。参加した皆様あつい中ごくろう様でした。

(5,000 円)」栗原祐二君「花巻市内 3RC ゴルフコン

ペへの参加お疲れさまでした。まぐれのバーディー

がありました。うれしい限りでした。(4,000 円)」

照井正樹君「3RC 合同コンペに参加してきました。

上り 4 ホール、パー、バーディー、パー、バーディ

ーでした。記念に BOX します。(3,000 円)」 
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 大学卒業後縁あって福祉協議会に就職しまして、

現在に至っております。大学在学中に、ホールのよ

うな多目的施設のスペースデザインを手掛け、施設

を利用するのは健康な人々だけではなく、障害者も

利用するのでそういう人々も気軽に利用できるホー

ルとはどういうものかという研究もしてきました。 

奇しくも花巻の福祉協議会は文化会館のそばにあ

り、自分の進む道に縁があったものと思います。 

 私が勤め始めたころには花巻市も高齢化社会に入

っており、高齢社会を経て、現在は高齢化率が 37%

を超えまして、超高齢社会という状況です。少子化

も進み、独身者も増え、独居老人も増えておりま

す。老々介護や親子で老人ホームに入るなどのケー

スもあります。国としても介護サービス等充実させ

てきておりますが、そのため地域から孤立化の弊害

などもありますので、改めて地域での見守り活動が

重要になってきております。皆様にも 

ぜひロータリーとして支援をお願いし 

たいと思います。来月からの共同募金 

もよろしくお願い致します。 

   

会長の時間 似内裕司会長 

 まず、前回の識字率向上については海外の事例をお

話ししましたが、国内においても昨年の文科省の調査

で、国内に住んでいる外国籍の子供が 124,000 人お

り、その 16%に当たる 20,000 人が学校に行っていな

い可能性があると言う事です。日本においてもそうい

う人がいることをロータリアンとして理解するべきで

す。と言う事が月信に載っておりました。補足です。 

 本日は例会時のコロナ対策調査の結果を紹介しま

す。マスクの着用の徹底、マイクはスタンドマイクを

使い、都度消毒する。モニター等で検温する。会場の

扉を開け換気する。会場の設営はいずれの形にしろ、

間隔を開けて対応する。アクリル板の設置。食事は弁

当持ち帰り、もしくは無しで例会時間短縮。例会の回

数を減らす。オンラインなどの遠隔開催。などの対策

をまとめガイドラインを作成すると言う事です。現在

は岩手よりも宮城の方が厳しい対応 

をしているようです。当クラブでも 

まだまだ出来る対応があると思いま 

すので、提案していただきたいと思 

います。同時にこれからの例会の在 

り方についても意見をお願いします。 

 本日の配布物に花巻ロータリー 

より来ました水沢天文台電波望遠鏡 

に関する継続利用に関する請願を応援する企画です

が、ロータリーの定款には公共の問題に関して意見等

を述べてはならないとありますので、当クラブとして

は、あくまで、クラブではなく個人として、署名する

等の活動をすることをお願いします。 

花巻市内 3RC 親睦ゴルフコンペ 
9 月 4 日(金) 盛岡南ゴルフクラブにて 
結果は個人 照井敬孝君が優勝 団体 2 位 
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

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 

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 2601 回例会 
2020/9/10 

会員卓話 
高橋照幸君 

 


