
                                     
 

 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 2607 回例会 令和 2 年 10 月 22 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 

 ・創立 50 周年記念式典・祝賀会 

 縮小開催のお知らせ 

〔大船渡西 RC 会長 高木久子〕 

 ・2020 年 End Polio Now リソースのご案内 

〔国際ロータリー日本事務局〕 

 ・東亜産業 総合カタログ 2020 11 月号 

〔(株)東亜産業 通信販売事業部〕 

 ・『職業の研鑽』に関する“コロナ禍緊急支援研修”の 

案内について 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

 ・令和 2 年度「花巻市安全・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 上田東一〕 

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 2606 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●10 月 15 日(木) 34 名中 16 名出席 

   出席率 47% 前回修正 68.7% 

   メーキャップ 

   10/9(金) ガバナー公式訪問（白石・白石北 RC）  

   伊藤智仁君、照井敬孝君 

   10/13(火) ガバナー公式訪問 

（岩沼 RC、角田・丸森 RC）  

   伊藤智仁君、菊池忠彦君 

  10/15(木) ガバナー公式訪問（仙台宮城野 RC） 

   伊藤智仁君、照井敬孝君 

   

３．ニコニコ BOX 

 

♦ 赤魚みぞれ煮 

♦ 小鉢(鮪山かけ) 

♦ 茶碗蒸し 

♦ ご飯、味噌汁、新香 

♦ ゼリー、パイナップル 
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藤本莞爾君：「早退します。(1,000 円)」 

渡辺正乃君：「8 日の結婚記念日に美味しいケーキ

いただきました。ありがとうございます。本日、早退させ

ていただきます。(3,000 円)」 
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新型コロナ感染症について 
 ロナウイルス今までで 6 種発見され 
ており、うち 4 種は風邪で、その他は 
SARS、MARS です。今回新型コロナが発見されて 7 種
となりました。正式名称は SARS-COV2 です。新型コ
ロナの型は３種類あります。一つは S 型で、ほとんど
症状が出ない弱毒化したウイルス。二つ目は K 形で、
S 型が変形した無症状の弱毒化したウイルス。三つめ
が G 型で、武漢から世界中に広まったウイルスです。
感染者数は全世界で 2000 万人位になり、日本でも 9
万人を超えました。世界的にまだまだ感染予防に油断
ならない現状です。ワクチンと薬については、来年
早々には実用化と言われておりますが、承認の過程が
簡略化されており、ちょっと怖いです。 
 過去においても、ウイルス感染による急性呼吸器症
候群が世界的大流行したことが何度かあります。スペ
イン風邪、SARS、MARS などです。時代と共に電子顕
微鏡などが開発され、病原体がウイルスだとわかり、
ワクチンや新薬が開発され、流行が抑制されるように
なりましたが、昨今の地球温暖化や環境汚染、経済の
グローバル化により、新種のウイルスの発見や感染ス
ピードの上昇などにより、ワクチン、新薬の実用化が
追い付かない状況です。これからの時期インフルエン
ザも流行してきますので、予防接種などの対策を取
り、コロナの感染予防もしながら生活していきましょ
う。(卓話の資料より抜粋) 
 
     

会長の時間 似内裕司会長 
 本日は本年度のインターシティーミーティングにつ
いて。昨年度は花巻南 RC がホストを務め、11 月 27 日
にグランシェール花巻で開催し、林風社の宮沢和樹様
に「宮沢賢治について」というタイトルで基調講演を
して頂きました。 
 今年度は北上和賀 RC がホストクラブで 12 月 5 日に
開催予定でしたが、開催できない旨、佐藤ガバナー補
佐に連絡が入りました。北上地区 RC が集まって協議し
たが、代わりにホストを引き受けるクラブが無く、ガ
バナー補佐から菊池代表幹事に中止の申し入れが有り
ました。しかし、代表幹事の立場からすると、ガバナ
ー輩出分区の IM が中止になる事は他の分区に悪影響が
出るのであり得ません。第 2520 地区は 8 つの分区に分
かれていますが、当クラブが所属する第 2 分区が一番
最初に開催予定で、中止となれば、他の分区はそれに
倣い中止になると思われます。そこで代表幹事より IM
の開催を考えてもらえないかと打診されました。これ
を受けて 10 月 2 日に花巻地区 3RC の会長幹事会を開
催し、3RC で協力し、開催に向けて動けないかを協議
し、ガバナーの立場もあるので開催に協力したいと言
う結論を得ました。 
 16 日にあらためて３RC 会長幹事会を 
開催し、方向性を見出したいと思います。 
IM は本来ガバナー補佐が主導の事業です 
が、佐藤補佐は消極的でやらない方向の 
考え方です。これを説得し、花巻 3RC で 
協力し、第 2 分区の IM を開催したいと 
思っています。開催する事で結論が出た 
場合には皆さんの協力をお願いいたします。 

IM について菊池代表幹事より当クラブ会員の皆様へ 

今年度新型コロナの影響により地区の色々な事業に影響
が出でおりますが、伊藤ガバナーは中止ではなくてでき
る方法を考えてやってみようという取り組みが必要と考
えています。IM についても同様ですので是非皆様のご協
力をお願いいたします。(経緯は会長の話の通りです。) 

 

 

 

 

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 
インターネットセミナー 

担当：高橋 誠幹事 
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 2606 回例会 
2020/10/15 

会員卓話 
千葉 功君 


