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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 2603 回例会 令和 2 年 9 月 24 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 

 ・伊藤ガバナー公式訪問合同例会のご案内 

〔花巻 RC 会長 阿部一郎〕 

 ・10/4(日)花北ゾーン ガバナー補佐杯親睦ゴルフコンペ 

開催のご案内  

〔北上 RC 実行委員長 佐藤博文〕 

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 2602 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●9 月 17 日(木) 34 名中 16 名出席 

   出席率 51.6% 前回修正 74.1% 

   メーキャップ 

  9/14(月) オンライン講演会 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君 

  9/15(火) ガバナー公式訪問（仙台 RC） 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君 

  9/17(木) ガバナー公式訪問（仙台南、仙台泉 RC） 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君 

３．ニコニコ BOX 

 

♦ ローストポークマスタードソース、

   キノコとポテトのリヨン風 

♦ スープ、サラダ 

♦ ライス 

♦ デザート 

♦ 果物 
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9 月 17 日例会 

藤本莞爾君「早退します。(1,000 円)」 

 

高橋溥芳君「9 月 9 日の商工会議所ゴルフ 

   コンペで 2 位だったと思います。 

   (3,000 円)」 
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 本年度の友好クラブ委員会の活動ですが、11 月

に予定しておりました大和 RC 様の当クラブ来訪

はコロナの感染状況を踏まえ中止となり、しばら

く交流は様子を見ることとなりました。９月１１

日で２０１１年３月１１日の東日本大震災から９

年半が経過しましたが、発災当時、大和 RC 様

と、その姉妹クラブの台北
タイペイ

七 星
セブンスター

RC 様より多額の

義援金を頂戴した事がきっかけで、翌年２０１２

年３月１１日に大和 RC 様を訪問し友好クラブの

正式調印を致しました。その後、毎年のように交

流を重ね、現在に至っております。来春コロナの

拡散状況や、地区の日程なども見ながら大和 RC

様との交流事業を再開させたいと思います。 

 今年の気候、７月の長雨や、８月の猛暑が植物

にも影響を与えておりまして、今の時期さかんに

咲いている百日紅
さるすべり

は２０日ほど開花が遅いです

し、当園のブルーベリーは栽培し始めてから１番

の不作でした。害虫の被害などもあり、対策した

のですが、無農薬、有機栽培の為に農薬が使えな

いので、木酢液を使いました。殺虫効果もあり草

花の活着も良くなります。 

 今年６月に陸前高田に支店を 

出しました。現在は公園の管理 

のサポートですが、気仙フルーツ 

パークを作りたいと思っています。  

後、スムージーとかアイスクリーム 

の店舗か移動販売なども手掛けてみたいです。 

 
   

会長の時間 似内裕司会長 

 来月４日開催予定の米山記念奨学会の研修会が
中止になりましたが、先日、研修会の資料が届き
ました。その中に地区のロータリーごとの寄付金
の納入実績が載っていました。累計の寄付金額
が、花巻南 RC は１６００万円で、地区 77RC の中
で 16 番目になります。また、メンバー1 人当たり
の年間寄付額では、1 人 6,000 円で地区の中では 5
番目に当たります。このようなデータを見ると、
他のクラブと遜色ない寄付している事が分かりま
したので、今後のクラブ運営の参考にして行きた
いと思います。 
 続きまして、現在の奨学生の状況をお話ししま
す。すでに日本で学んでいる奨学生ですが、コロ
ナの影響でいったん帰国した所、入国制限で日本
に戻れない。今年度日本に来る予定であった奨学
生も制限により入国できない。という人たちがた
くさんいるそうです。 
現在そのような奨学生を対象に、オンライン講義
を行ったり、ZOOM（web 会議ツール）を使っ
て、課題や研究の進捗を話し合ったり、オリエン
テーションやコミュニケーションを図るためにオ 
  ンライン飲み会を行ったりして 
  いるようです。 
  このような取り組みは花巻南 RC 
  にも必要だと思いますので、オ 
  ンラインを活用した卓話をする 
  などの準備、勉強をしていきた 
  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 

佐藤博文ガバナー補佐 
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 2602 回例会 
2020/9/17 

友好クラブ委員長 
鎌田定悦君 

 


