
                                     
 

 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 2613 回例会 令和 2 年 12 月 3 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 60 周年記念式典及び祝賀会中止のご案内 

 〔2020-21 年度 水沢 RC 会長 小野寺弘行〕 

 ・2019-20 年度の事業報告 

 ・詩型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応の件 

(8 報の継続) 

〔(一社)ロータリー友の会事務所 代表理事 鈴木 宏〕 

 ・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた 

「日本事務局在宅勤務」のお知らせ 

 〔国際ロータリー日本事務局 事務局長 小林宏明〕 

 ・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」 

第 23 号の配布について 

 〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

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 2612 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●11 月 26 日(木) 34 名中 18 名出席 

   出席率 56.2% 前回修正 68.7% 

   メーキャップ 

   11/19(木) 仙台南、白石 RC 衛星クラブチャーターナイト 

   伊藤智仁君、菊池忠彦君 

  11/20(金) イノベーション会議 

   似内裕司君、高橋 誠君、鎌田定悦君、 

   藤本純一君、渡辺正乃君、宮澤一郎君、 

   照井敬孝君、菊池忠彦君   

  ３．ニコニコ BOX 

 

♦ 天重 

♦ 小鉢(筍マリネ) 

♦ 茶碗蒸し 

♦ 味噌汁、新香 

♦ フルーツ 
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11 月 26 日例会 

金澤俊司君：「ロータリー財団月間に因んで無知、   

    無能な小委員長ですがボックス 

   します。(5,000 円)」 
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 ロータリー財団委員長としての話は、今月初めの例会で
似内会長が財団の歴史について話され、花巻東高校の鈴
木君がレポートの内容において、平和の推進のために、出来
る事として、ロータリーの活動及び寄付の話してくれました。
伊藤ガバナーも 11 月、月信において、負担金と寄付につい
て詳しく書いていますので、私の話は割愛させて頂きます。 
 次に、食品業界を取り巻く環境の変化について、話しま
す。昨今のコロナ禍において、従業員には発想の転換を促
すよう話をしています。その結果、色々な改善点や、今まで
の流れを見直すなど、自ら出てくるようになり、この流れに乗
って事業展開を進めているところです。コロナ禍での小売業
界は、内食需要の増加による売り上げの増加、チラシの自
粛による広告費の減少、コロナ対策費用の発生などがあり
ますが、総じて増益になっております。ただし、外食産業にお
いては減益で、当社も業務用製品の減益を、一般小売製
品でカバーしている状態です。今後は、買い物の仕方もネッ
トスーパー、移動販売、ドライブスルー販売などより人を介さ
ない方向に変わっていくと思います。当社もそのような販売
方式、内食、宅飲みなどに対応した商品開発に努めていき
ます。本日は当社の試供品 
をお配りしますので、どうぞ 
試食していただき、ひいきに 
して頂ければと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 会長の時間 似内裕司会長 

 花巻でもコロナの感染報告が出てまいり 

ましたが、来週の例会は通常開催し、役員 

会にて、今後の対応を決めたいと思います。 

 また、イノベーション会議でも出ましたが、 

コロナには関係なく、これからの例会にオン 

ラインでの参加も出来るように、準備を進めていきたいと思

います。12/13(日)には IMが開催されます。現在、講演会

を、分散開催し、花巻では３RC 合同の懇親会も予定して

いますが、12/4の花巻３RC の会長幹事会で、再度懇親

会も含めた、内容を検討いたします。今年度、ガバナーがお

っしゃる通り、辞めるのは簡単だから、どうすればやれるかを

考えて工夫してみたいと思います。 

 本日はインダストリー4.0(第 4 次産業革命)の話をしま

す。製造の業界では図面のやり取りは、人と人との直接手

渡しでした。しばらくして FAX が普及し、FAX でのやり取

り、インターネットの普及と共に、メールに図面を添付しての

やり取りに変わってきました。現在では、発注者より直接加

工データが、製造会社の機械に送られて、加工される時代

になっております。私が会社に入った 40 年前はまだ FAX は

無かったので、FAX が出始めたのは 30 数年前、1995年に

Windows95が発売され、一般家庭にパーソナルコンピュー

ターと、インターネットが普及し始めました。わずか 20数年

前の話です。その間、インターネットの活用の仕方も変わっ

て来ています。インダストリー4.0 とは製造業における、オート

メーション化、データ化、コンピュータ化を目指す昨今の、技

術コンセプトにつけられた名称です。発注者側が、直接機

械に加工データを送り込んでくることにより、生産管理部門

がいらなくなるという仕組みです。皆さんも豊かな人生を送

るために、PC、ネットの活用方法を勉強していきましょう。 

 

 

 

 

１２月 １月 2 月 

疾病予防と治療月間 職業奉仕月間 平和と紛争予防・紛争解決月間 

【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 

【会員誕生】 
本舘憲一、岩舘正明 
澤田隆道、阿部豊治 
【夫人誕生】 
菊池誠子、富沢百合子 
小田島祥子、高橋清子 
【結婚記念】 
富沢良一 

3 
会員卓話 
佐藤 寧 

クラブ協議会 
次年度役員選出 

 
仙台冠 RC 

増子良一ガバナー補佐来
訪 

クリスマス家族例会 
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

休会 

未定 
新年交賀会 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 
4 

地域開発・人間尊重 
藤本莞爾 

10 
クラブ協議会 
次年度役員選出 

 

7 休会 11 休会 

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 

18 
国際奉仕委員長 

嶋 利幸 

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 

25 
年祝い会 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

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 2612 回例会 
2020/11/26 

会員卓話 ロータリー財団委員会 
 委員長 金澤俊司君 
・ロータリー財団月間に寄せて 
・食品流通業界を取り巻く環境の変化 

ロータリー財団 

寄付者認証プログラム 

「ポールハリスフェロー」 

バッチ授与 

伊藤智仁君 

 


