
                                     
 

 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 2605 回例会 令和 2 年 10 月 8 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 

 ・10 月ロータリーレート 1 ドル＝105 円 

〔国際ロータリー日本事務局 経理室〕 

 ・ガバナーエレクト事務所開設のご案内、 

 次年度クラブについてのお伺い 

〔国際ロータリー第 2520 地区ガバナーエレクト 鈴木俊一〕 

 ・地域社会の経済発展月間リソースのご案内 

〔国際ロータリー事務局 業務推進・IT 室〕 

 ・新型コロナ感染症に関する友事務所対応の件(8 報) 

〔ロータリー友の会委員会 委員長〕 

 ・ロータリーロゴのご使用について 

〔国際ロータリー日本事務局〕 

 ・令和 2 年度岩手県暴力団追放県民大会、 

北上市安全・安心まちづくり大会の開催について(ご案内) 

〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 

 ・令和 2 年度花農祭の開催について(お知らせ) 

〔岩手県立花巻農業高等学校 校長 楪原 健〕 

 ・2020-21 年度 リンゴ狩りと果報もち膳交歓会中止の 

お知らせ 

〔国際ロータリー第 2520 地区米山記念奨学会会長清水努〕 

 ・日本事務局 事務所再開のお知らせ 

〔国際ロータリー日本事務局〕 

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 2604 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●10 月 1 日(木) 34 名中 18 名出席 

   出席率 56.2% 前回修正 65.6% 

   メーキャップ 

   9/25(金) ガバナー公式訪問（栗駒･築館・若柳 RC）  

   伊藤智仁君、照井敬孝君 

  9/29(火) ガバナー公式訪問（仙台平成 RC） 

   伊藤智仁君、照井正樹君 

  9/30(水) ガバナー公式訪問（塩釜東 RC） 

   伊藤智仁君、嶋 利幸君 

   10/1(木) ガバナー公式訪問（佐沼 RC） 

   伊藤智仁君、佐々木繁樹君 

３．ニコニコ BOX 

 

♦ 牛肉の XO 醤炒め 

♦ ライス、スープ 

♦ ザーサイ 

♦ 杏仁豆腐 
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RI Dist.2520 Japan 

9 月 24 日例会 

金澤俊司君：「9/4、３RC ゴルフコンペに参加し、楽しい

ラウンドで日頃のストレス解消に繋がりました。お礼のボック

スします。(3,000 円)」 

藤本莞爾君：「早退します。(1,000 円)」 

10 月 1 日例会 

藤本莞爾君：「早退します！(1,000 円)」 

高橋 誠君：「すみませんが早退いたします。(1,000 円)」 

植村和雄君：「誕生月をお祝い頂きありがとうございま

す。(3,000 円)」 

澤田隆道君：「結婚記念(10/4)祝いケーキ楽しみにしてい

ます。(3,000 円)」 

高橋溥芳君：「本日、誕生日。78 才になりました。

(3,000 円)」 

鎌田定悦君：「妻の誕生日プレゼントありがとうございま

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  

   本日は米山記念奨学事業についてお話しします。この事業の目的は海外
   から優秀な学生を日本に招き勉学を支援する事です。その背景は二度と
   戦争の悲劇を繰り返さない為に、“平和日本”を世界に伝え、国際親善と
世界平和に寄与したいという、戦後ロータリアン達の願いがあったためです。米山奨学金の特
長は世話クラブ・カウンセラー制度があること。民間最大の国際奨学事業であることです。こ
の事業を運営する費用はすべて寄付金で賄われています。寄付には普通寄付金と 
特別寄付金があります。各クラブが決定した金額を会員数分毎年納めるのが普通 

寄付金になります。ロータリアン以外からも受け付ける任意の寄付が特別寄付金 
になります。今年度の活動ですが、コロナの影響により、研修が中止になったり、 
一時帰国した奨学生が戻って来れなかったり、多大な影響がありますが、これら 
の課題に迅速に対応していますので、皆様のご協力お願いいたします。    

 

   

会長の時間 似内裕司会長 
 次週の例会は補佐訪問です。11 時半より補佐への
活動計画の発表がありますので、各委員長は出席を
お願いいたします。 
 本年度、インターアクト年次大会の中止に伴い、
代替行事として「ロータリー重点分野レポート」を
応募いたしました。地区でインターアクト校、
32~33 校の内、10 校の応募があり、花巻南 RC のイ
ンターアクト校の花巻農業高校と花巻東高校が参加
してくれました。後日、例会の中で中身を発表して
もらい、表彰状と感謝状を贈呈したいと思います。 
 Web セミナー(遠隔地の講師にセミナーを行って
もらう)も、日程調整の上開催したいと思います。 
 今月は米山月間、経済と地域社会の発展月間で
す。岩手県産(株)では、オンラインショップ「バー
チャル物産展」を開設し岩手の食品、工芸品、農産
品など来年 1 月まで 3 割引で購入できます。(3 割は
県で負担)100 社 300 品種、出品については花巻市商
工労政課まで。是非ご利用ください。 

 

 

 

 

１０月 １１月 １２月 

経済と地域社会発展・米山月間 ロータリー財団月間 疾病予防と治療月間 

【会員誕生】 
高橋溥芳、及川洋吉、植村和雄 
【夫人誕生】 
栗原純子、鎌田眞智子 
【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 

【会員誕生】 
川辺助之、照井敬孝、山口和久 
嶋 利幸、奥山 隆 
【夫人誕生】 
小田島牧子、山口淑子、奥山寿子 
照井眞理子 
【結婚記念】 
なし 
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12 

会員卓話 
高橋 溥芳 

10 
クラブ協議会 
次年度役員選出 

15 
会員卓話 
千葉 功 

19 
会員卓話 
八森 辰雄 

17 
クリスマス家族例会 
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

22 
ゲストスピーチ 
豊沢川土地改良区 
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地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 
    

第 2604 回例会 
2020/10/1 

米山奨学会委員長 
植村和雄君 

10 月度慶祝 


