
                                     
 

 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 2609 回例会 令和 2 年 11 月 5 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 

 ・「第 2 分区インターシティミーティング開催について」 

  〔国際ロータリー第 2520 地区第 2 分区 

 ガバナー補佐 佐藤博文〕 

 ・クラブにおける「ビジョン(戦略計画)」並びに 

「戦略的優先項目」に関するアンケートのお願い 

  〔国際ロータリー第 2520 地区 

ガバナーエレクト 鈴木俊一〕 

 ・12/6(日) 鈴木俊一ガバナーエレクト激励会のご案内 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

 ・11 月ロータリーレート 1 ドル 104 円 

〔国際ロータリー 日本事務局 経理室〕 

 

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 2607 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●10 月 22 日(木) 34 名中 15 名出席 

   出席率 45% 前回修正 73.3% 

   メーキャップ 

   10/14(水) 花巻北 RC 例会  

   宮澤一郎君 

   10/16(金) ガバナー公式訪問（仙台西 RC）  

   伊藤智仁君、嶋利幸君 

  10/16(金) 花巻市内 3RC 合同会長幹事会  

   似内裕司君、高橋誠君 

   10/20(火) ガバナー公式訪問（前沢・水沢東 RC） 

   伊藤智仁君、照井正樹君 

  10/21(水) ガバナー公式訪問 

（柴田・村田・大河原 RC） 

   伊藤智仁君、照井正樹君 

 ●10 月 27 日(火) 34 名中 25 名出席 

   出席率 75.7% 前回修正 75.7% 

   メーキャップ 

   10/22(木) ガバナー公式訪問（名取・亘理 RC）  

   伊藤智仁君、佐々木繁樹君 

   10/26(月) ガバナー公式訪問（七ヶ浜 RC）  

   伊藤智仁君、菊池忠彦君 

 

３．ニコニコ BOX 

 

♦ 牛肉のミラノ風カツ  

カレーソース サラダ添え 

♦ スープ 

♦ デザート 
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RI Dist.2520 Japan 

10 月 22 日例会 

なし 
10 月 27 日例会 
なし 
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花巻市の治水の歴史と豊沢川土地改良区が担っ
てきた役割について、DVD による映像を使って
説明していただきました。 
 
 
  
     

会長の時間 似内裕司会長 

インターシティーミーティングの経過について。 

10/16 に行われた花巻市内 3RC の会長幹事会 

において、12/13(日)にホテルグランシェール花巻を 

主会場にして、3RCが同じ立場で協力し、IM を開催する

事に決定しました。新しい形での IM をガバナー輩出 RC と

して成功させたいと思いますので、皆様のご協力お願いいた

します。  

 

 

 

 

１１月 １２月 １月 

ロータリー財団月間 疾病予防と治療月間 職業奉仕月間 

【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 

【会員誕生】 
佐々木繁樹、渡辺正乃 
小田島順造、富沢良一 
【夫人誕生】 
藤本正栄 
【結婚記念】 
金澤俊司、及川洋吉 

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 

4 
新年交賀会 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

12 
会員卓話 
高橋 溥芳 

10 
クラブ協議会 
次年度役員選出 

7 休会 

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 

14 
会員卓話 
本舘憲一 

26 
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 

金澤 俊司 
24 休会 21 

職業分類・会員選考 
川辺助之 

    28 
3RC 合同 

新年例会・新年会 
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

第 2607 回例会 
2020/10/22 

ゲスト  
 豊沢川土地改良区  

 理事長 久保田泰輝 
 

担当：社会奉仕大委員長 山口和久君 
 

伊藤智仁ガバナーには今回の公式訪問が
最後と言う事で、集大成のお話をしてい
ただきました。(全 48 会場の訪問お疲れ
様でした。) 


