
                                     
 

 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 2610 回例会 令和 2 年 11 月 12 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 

 ・RLI 研修パートⅠ参加者募集のご案内 

 〔国際ロータリー第 2520地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

 ・「盛岡いのちの電話広報第 125号」の送付について 

 〔社会福祉法人 盛岡いのちの電話 

理事長 右京昌久〕 

 ・「2020-21 年度 青少年交換(短期オクラホマ派遣・ 

  受け入れ)プログラム 新型コロナウイルス感染状況に 

伴う中止のお知らせ 

〔国際ロータリー第 2520地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

 ・ルンビニーだより 

〔社会福祉法人 光林会〕 

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 2609 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●11 月 5 日(木) 34 名中 19 名出席 

   出席率 65.5% 前回修正 79.3% 

   メーキャップ 

   10/24(土) RLI 委員会 第 2 回ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ勉強会  

   伊藤智仁君、菊池忠彦君 

  ３．ニコニコ BOX 

 

♦ 串カツ、有頭海老フライ、 
白身魚磯部揚げ野菜添え 

♦ 小鉢(筍マリネ)  
♦ 茶碗蒸し 
♦ ご飯、味噌汁、新香 
♦ ゼリー、オレンジ 

 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

11 月 5 日例会 

照井正樹君：「花巻東高校 鈴木拓君、花巻農業

高校 村田翔君、ロータリー重点分野レポートの提出

と、本日の発表ありがとうございました。(10,000 円)」 

照井敬孝君：「結婚、43年目になります。これからも

仲よく人生を送っていただけるように大事にします。

(3,000 円)」 

菊池忠彦君：「結婚祝い、ありがとうございます。

11/23 ケーキ楽しみにしています。(3,000 円)」 

藤本純一君：「11月 24日誕生日です。満 73 才に

なります。(3,000 円)」 

栗原祐二君：「誕生日祝いありがとうございます。満

65 才になり、年金受給者の一人になりました。

(3,000 円)」 

山口和久君：「去る 10月 29 日の花巻温泉業者コ

ンペにおいて、連続優勝をしてしまいました。 

(5,000 円)」 

高橋誠君：「申し訳ございません早退いたします。

(1,000 円)」 

高橋照幸君：「42回目の結婚記念日を迎えること

が出来ました。(3,000 円)」 

照井正樹君：「結婚記念のケーキを妻が楽しみにして

います。11月 22日(良い夫婦の日です)15 周年にな

ります。(3,000円)」 

似内裕司君：「妻の誕生日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  

プログラム 「ロータリー重点分野レポート」表彰式
     

会長の時間 似内裕司会長 

 今月はロータリー財団月間なので財団の歴史について話

をします。1917年、当時の RI 会長アーチ・クランフ氏が「世

界でよいことをするための基金」の設置を提案し、カンザスシ

ティーRCから 26 ドル 50セントの寄付が有り、この寄付か

ら基金が始まりました。それから 11年後の、1928年のミネ

アポリス国際大会において正式に「ロータリー財団」と命名さ

れました。2年後の 1930年に初めて国際障害児協会に

500 ドルの補助金を拠出しました。その後、世界ではどんな

問題があり、財団としてどのような活動が出来るか模索す

る。1947年ポール・ハリス氏が亡くなった時に、故人の呼び

かけにより 130万ドルの追悼寄付が集まり、これを機に、本

格的なロータリー財団の活動が始まりました。 

 その後、「保健、飢餓追放、人間尊重補助金」プログラ

ムを創設し、ポリオ予防接種活動を開始したり、平和と紛

争予防・紛争解決の分野で活躍できる人材を育成したりし

ております。 

 近年では、ビルゲイツ財団とパートナーシップを結び、世界

の人々の健康を守るために大きく貢献し、今年ついに、アフ

リカ地域におけるポリオの根絶が宣言されるまでになりまし

た。 

 ロータリー財団の補助金は今日までに 

形を変え、より使いやすくなったと言われて 

ますが、使うためには当クラブで、今年度開 

催しているイノベーション会議などで将来的 

な目標や計画を立てたうえで申請し、承認 

を受けるという形になります。 

 当クラブでも何かの形で、いつか使えれば 

良いなと思います。 

 

 

 

 

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ポート」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 
10 

仙台冠 RC 
増子良一ガバナー補佐来訪 

14 
会員卓話 
本舘憲一 

26 
ロータリー財団委員長 

金澤 俊司 
17 

クリスマス家族例会 
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

21 
職業分類・会員選考 

川辺助之 

  24 休会 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 2609回例会 
2020/11/5 

11月度 
慶祝 

ゲスト  
 花巻東高校 鈴木拓君、川村悠真先生 
 花巻農業高校 村田翔君、八重樫剛先生 
 
担当：青少年奉仕委員長 照井正樹君 
 
鈴木拓君、村田翔君「平和の推進」というテ
ーマの発表ありがとうございました。 

 


