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  「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 2614 回例会 令和 2 年 12 月 10 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 

 ・2019年度事業報告書の送付と基金への 

ご寄付のお願い 

 〔一般財団法人比国育英会バギオ基金  

会長 多田 宏〕 

 ・台北国際大会のご案内資料 

〔国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室〕 

 ・暴力団追放啓発活動の中止について（ご通知） 

 〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 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 2613 回例会会報 

２．出席・メーキャップ 

  ●12 月 3 日(木) 34 名中 17 名出席 

   出席率 54.8% 前回修正 64.5% 

   メーキャップ 

   11/25(水) 花巻北 RC 例会 

   宮澤一郎君 

３．ニコニコ BOX 

 

♦ 炙り焼きチキン春巻添え 

♦ スープ 

♦ 野沢菜漬け、ライス 

♦ 杏仁豆腐 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

12 月 3 日例会 

佐藤 寧君：「ごぶさたでございます。花巻に 

コロナがまんえんしない様にいのりを込めてボックス

します。 (5,000円)」 

佐々木繁樹君：「早退します。(1,000 円)」 

 

嶋 利幸君：「12月 22日で 53歳になります。 

誕生日を祝っていただき、ありがとうございました。

(3,000 円)」 

山口和久君：「12月は夫婦の誕生月です。これ

からも夫婦ともども元気に過ごせればと思います。 

(6,000 円)」 

照井敬孝君：「夫婦そろって誕生月です。 

(6,000 円)」 

奥山 隆君：「夫婦共々誕生月を迎えました。 

コロナに敗けず、元気に生活していきたいと 

思います。 (6,000円)」 
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 現在のコロナの状況は、春先の第 1波、夏頃の 
第 2波、現在の第 3波ですが、だんだんと感染力 
が強くなり、感染者、死者も増えてきています。そんな中で、 
花巻市と医師会では、8月から花巻市民の為の検査セン
ターを開設し、さらに 10月からは、民間の医療機関でも検
査ができるよう、保健所もハードルを下げて対応しています。 
 国では、コロナの広がりを地域ごとに、等級で分けてそれ
に見合った対策をとれるようにしています。東京、大阪、北
海道はステージⅢで、下手をするとⅣに行くかもしれません。 
岩手はしばらく出ていませんでしたが、盛岡でクラスターが発
生し、現在はⅡです。花巻は現在Ⅰですが、介護施設から
出ているので、もしかしたら広がるかもしれませんので、要注
意です。 
 具体的にわかっているコロナの感染リスクは、感染自体は
年齢に関係なく罹るが、死亡する人が多いのは 65歳以上
の高齢者です。死んだ人の内訳では、糖尿病、高血圧、心
臓病、喘息、喫煙による COPDの持病がある人は 5人に
1人の割合で亡くなっています。若い人は免疫反応が過剰
に反応して亡くなることが有ります。 
 コロナには、特効薬が無いので、罹らない事、予防が重
要です。マスク、手洗い、換気を徹底しましょう。 
 ワクチンはうまくやれば効くと思います。日本では外国から
輸入する来春頃から接種できそうです。 
 最後に検査ですが、100%の精度では無いので、予防的
にやるのは意味がありません。症状があって検査することが
重要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 会長の時間 似内裕司会長 

 今月の役員会の結果を話します。コロナの 

感染者が花巻でも出てきましたが、通常例会は 

開催します。12/13の IM及び花巻３RC合同 

懇親会の開催は、明日の会長幹事会で最終 

決定します。12/17のクリスマス家族会は開催します。新年

会は 1/7ホテル花城にて開催します。1/28の３RC新年会

も開催します。花巻南 RCが幹事で、今月中に案内を出し

ます。いずれの行事も、今後の状況次第では変更、中止も

検討します。 

 今月は疫病予防と治療月間です。8月末にアフリカのポ

リオが根絶した話をしましたが、本日は日本のポリオの話を

します。ポリオとは、急性灰白髄炎（小児麻痺）の事で、

1940年代に流行し始めました。1960年に大流行し、翌年

旧ソ連からポリオ生ワクチンを緊急輸入して、1300万人の

子供たちに投与され、3年後には患者が 100人を下回りま

した。1964年から定期の予防接種が開始されて 1980年

が最後の発症で、現在は 0 という状況です。世界でも残っ

ているのはパキスタンとアフガニスタンです。今後も皆さんで

ポリオ撲滅に協力していきましょう。 

 12月 3日はカレンダーの日です。明治 5年 12月 3日

を明治 6年 1月 1日にする事が、時の政府より発表され、 

太陰暦から太陽暦に変わり、諸外国と足並みをそろえるこ

とで、文明国家の仲間入りを世界にアピールしました。  

 

 

 

 

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 

7 
新年会 

ホテル花城 
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 

 

14 会員卓話 
本舘憲一 

11 休会 

10 
仙台冠 RC 

増子良一ガバナー補佐来訪 
21 

職業分類・会員選考 
川辺助之 

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 
28 

3RC 合同 
新年例会・新年会 
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

25 
年祝い会 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

24 休会   
 
 

 

第 2613回例会 
2020/12/3 

会員卓話 佐藤 寧君  
 ・コロナについて 
 

イノベーション会議中間報告 

例会のあり方は会場にスクリーンを用意し、参加でき

ない人を映したい。ホームページを作成したい。他のク

ラブの卓話もオンラインで聞いてみたい。寄付金を 20

ドルから上げる方向で考えたい。などの意見あり。 

12 月慶祝 


