
                                     
 

 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 2606 回例会 令和 2 年 10 月 15 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 

 ・2023-2024 年度ガバナー候補者の推薦について 

〔国際ロータリー第 2520 地区ガバナー 伊藤智仁〕 

 ・創立 60 周年記念誌発刊と送付のご案内 

〔大船渡 RC 記念誌実行委員長 遠藤 隆〕 

 ・2700 地区奉仕プロジェクトセミナーご案内のお願い 

〔国際ロータリー第 2700 地区ガバナー 古賀英次〕 

 ・ハイライトよねやま Vol. 247 

〔公益財団法人 米山記念奨学会〕 

 

  

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 2605 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●10 月 8 日(木) 34 名中 14 名出席 

   出席率 48.2% 前回修正 68.9% 

   メーキャップ 

   10/2(金) 花巻市内 3RC 会長幹事会 

   似内裕司君、高橋誠君、菊池忠彦君 

  10/2(金) ガバナー公式訪問（仙台レインボーRC）  

   伊藤智仁君、照井敬孝君 

   10/4(日) 花北ゾーンガバナー補佐杯親睦ゴルフ 

   山口和久君、金澤俊司君、照井敬孝君 

  10/4(日) 花北地区会長幹事会 

   照井敬孝君 

  10/5(月) ガバナー公式訪問（仙台東 RC） 

   伊藤智仁君、照井正樹君 

  10/7(水) ガバナー公式訪問 

（仙台青葉・仙台冠 RC） 

   伊藤智仁君 

   10/8(木) ガバナー公式訪問（水沢・岩谷堂 RC） 

   伊藤智仁君、渡辺正乃君 

３．ニコニコ BOX 

 

♦ チキン南蛮 サラダ添え 

♦ ライス 

♦ スープ 

♦ デザート 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

10 月 8 日例会 

似内裕司君：「佐藤ガバナー補佐のクラブ訪問に感謝いた

します。ますますのご活躍を祈念いたします。(3,000 円)」 

佐藤博文ガバナー補佐：「ガバナー補佐訪問よろしくお願い

致します(5,000 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  

    本年度花巻・北上ゾーン 
    のガバナー補佐を務めて 
    おります北上 RC の佐藤
博文です。コロナの影響により、会長幹事会、補佐訪問
が遅れました事、お詫び申し上げます。コロナ禍の中で
今まで通りの IM の開催も中止いたしますが、花巻 RC
から申し出のありました Zoom を使った講演などをやっ
たらどうかと言う事を検討しております。 
 本日、各委員会の活動状況をお聞きしましたが、今後
とも継続してお願いいたします。会員増強については、
花巻北 RC が今月６名の入会を果たしており、工夫して
努力すれば、新入会員の確保は可能だと思います。米山
奨学制度については、いろいろ意見が出てますので、よ
り良い活動の為に声を上げていきましょう。   

会長の時間 似内裕司会長 
 今日は佐藤博文ガバナー補佐のクラブ訪問例会です。 
11時 30分から各委員長に集まってもらい、今年度の活
動計画の発表をしました。コロナ禍の中で、様々な事業が
中止や延期になっており、例年行われている事業もやりず
らい環境になっており、各委員会においても苦労していると
思う。しかし、伊藤ガバナーは「中止ではなく、何とかしてで
きる方法を検討して再開してほしいし、開催すべき」と話し
ています。来年に延期された地区大会においても、今の現
状を考えると参加者が 1000人を超える会議を１つの会
場で行う事は非常に難しいと考えています。 
開催方法の検討からになると思います。 
 これからガバナー補佐のご好評をいただき 
ますが、他のクラブの考えなど交えてご指導 
いただければありがたいと思います。どうぞ 
よろしくお願いいたします。  

 

 

 

 

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 

1 
米山奨学会委員長 

植村 和雄 
5 

「ﾛｰﾀﾘｰ重点分野ﾚﾎﾟｰﾄ」表彰式 

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ校来訪 
3 

会員卓話 
佐藤 寧 

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 

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 

理事長 久保田泰輝様 
26 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 
金澤 俊司 

24 休会 

27 
３RC 合同例会 

地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 
    

第 2605回例会 
2020/10/8 

講評 
佐藤博文ガバナー補佐 

ガバナー補佐訪問委員会 

各委員長 
活動計画発表 


