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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 2617 回例会 令和 3 年 1 月 14 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 

 ・2020-21 年度 下期普通寄付金ご送金の 

お願い 

 〔公益財団法人 ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会〕 

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 2613 回例会会報 

２．出 席 

  ●1 月 7 日(木) 33 名中 19 名出席 

   出席率 59.3% 前回修正 65.6% 

   メーキャップ 

   1/7(木) ガバナースタッフ会議 

  藤本純一君、照井敬孝君、渡辺正乃君、 

  菊池忠彦君、伊藤智仁君、照井正樹君、 

  嶋 利幸君 

 

♦ 豚ロースの酢豚 

♦ 山くらげ 

♦ スープ、ライス 

♦ 杏仁豆腐 
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 会長の時間 似内裕司会長 

 12/6ホテルメトロポリタン仙台で開催された 

ガバナーエレクト激励会に行ってきました。会場の 

雰囲気は、特別な事は無く、挨拶が終わって 

粛々と宴会に入り、つぎに歩く人もなく、座った 

まま飲んだり食べたりしていました。テーブルは円卓に 5人掛

けで、しっかり間隔を取ってありました。同じテーブルには花

巻、花巻北、二戸 RC会長、盛岡 RC会長エレクトが座

り、例会等の情報交換をして来ました。盛岡地区ではクラ

スターが発生した事も有り、通常例会、夜例会とも休止、

二戸では感染者は出ていませんが、夜例会は中止、個人

的な会合も自粛を要請していると言う事です。 

 当クラブにおいても、高橋照幸さんが福祉関係の仕事を

していると言う事で、休会しています。高橋幹事の会社にお

いても基本的に会食には出ないようにし、どうしても出なきゃ

ならない場合は乾杯後、最低限の食事をしたら退席すると

決めているそうです。皆さんの会社においても、取り決めがあ

る場合、申し出て頂ければ、配慮致します。今後の予定で

すが、来週のクリスマス会、IM、年を開けて新年会と続きま

す。今の状況であれば実施する方向ですが、状況が変われ

ばその都度対応をお知らせ致します。 

 先日、及川洋吉さんより、体調があまり良くない事を理

由に、退会の申し入れが有りました。本来は理事会におい

て話し合う事項ですが、本日出席の理事に確認し、了解を

得ましたので、今月末をもって退会と致します。どんどん会

員が減ってきている状況ですので、会員拡大の方もお願い

いたします。 

  

 クラブ協議会 次年度役員選出 

  照井敬孝会長エレクト 

  別紙 花巻南 RC 2021-2022 年度 

 役員名簿（案）の通りに可決されました。 

３．ニコニコ BOX 

 

 

 

 

第 2614回例会 
2020/12/10 

12月 10日第 2614回例会 

仙台冠 RC 増子良一様、伊藤伸一様、佐々木伸介：

「ニコニコ BOX 致します。(10,000円)」 

12月 17日クリスマス家族会（第 2615回例会） 

富沢良一君：「クリスマス家族例会に参加できず、申し訳ご

ざいません。皆様にとって来年が良い年でありますように、 

「メリークリスマス」ボックスさせていただきます。(10,000円)」 

澤田隆道君：「来年は良い話題があるように‼(3,000)」 

宮澤一郎君：「賞品有難うございました。(3,000円)」 

植村和雄君：「クリスマス会親しく会員と新しく会話して楽

しく過ごしました。(3,000円)」  

川辺助之君：「今月誕生日でお祝いありがとう。83才にな

りました。クリスマスでは、高齢者でいろいろ使われて、うれし

い夜です。 (10,000円)」 

照井敬孝君：「本日は、賞品を使っていただきありがとうご

ざいます。じゃんけんしましたが、中身はすべて同じ物です。 

(5,000 円)」  

山口和久君：「クリスマス会にてジャンケンゲームに負け、素

敵な景品を頂きました。正に「負け」が「勝ち」でした。(5,000

円)」  

似内裕司君：「今年もクリスマス会が開催でき、うれしく思

います。ご参加ありがとうございます。(5,000円)」 

藤本莞爾君：「楽しいクリスマス会でした。(5,000円)」 

栗原祐二君：「本年もお世話になりました。ありがとうござい

ました。(5,000円)」 

伊藤智仁君：「楽しいクリスマスパーティーようやく 1年のしめ

くくりが出来そうです。(3,000円)」 

奥山 隆君：「今年も無事に年を越せるようです。来年が

良い年でありますように。(3,000円)」 

照井正樹君：「クリスマスプレゼントありがとうございます。1

番で負け抜け出来ました。(3,000円)」 

藤本純一君：「クリスマス会とても楽しく過ごしています。

(3,000 円)」 

渡辺正乃君：「おみやげ有難うございました。(3,000円)」  

鎌田定悦君：「クリスマスプレゼントありがとうございます。

(3,000 円)」 

高橋溥芳君：「私も出します。(3,000 円)」 

1月 7日新年例会（第 2616回例会） 

富沢良一君：「新年あけましておめでとうございます。コロナ

禍において、例会・諸行事の運営にご尽力されている似内

会長様にとりまして、今年は良い年でありますように願いま

す。諸事情により、出席できません。 ボックスします。

(5,000 円)」  

高橋 誠君：「あけましておめでとうございます。商工会議

所青年部の役員会があり早退します。本年もどうぞよろしく

お願いします。 (2,000円)」 

栗原祐二君：「新年あけましておめでとうございます。 

(3,000 円)」 

仙台冠ロータリークラブ  

増子良一ガバナー補佐様・伊藤伸一様、佐々木伸介様来訪 

「コロナ禍緊急支援研修について」 

 仙台冠 RC では、ロータリークラブの重点目標の一つである

「経済と地域社会の発展」に寄与したいと考え、このコロナ禍に

おいて、やむなく失業した方や転職を迫られている方、貧困に苦

しんでいる方々を対象に「エアコン洗浄士」の資格取得を無料で

サポートし、独立、就転職の支援をしたいと考えておりますので、

ご協力お願いいたします。 



 

 

コロナの影響により、会場を分散して、Webセミナー形式で
の開催となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  

例会の部 

・会長の時間 似内裕司会長 

 

 先日行われました IMはコロナの影響により、 

通常開催ではなく、会場を分散してのネット 

中継という形で開催しました。基調講演は 

Web講演という形で、花巻東高校野球部 

監督の佐々木洋氏に話して頂きました。 

今回初めてこのような形を試みました。終了後、不具合等

の報告も聞いておりますので、それについてアンケートなどを

取って結果を検証し、次に繋げて行きたいと思います。 

 今回の公演の中で佐々木監督は、子供たちの野球の練

習方法や、生活のさせ方などその時々の時代に合わせて

変えて行かなければならないという話をしていました。私達

も、このコロナ禍において、生活様式が変化して来ています

が、出来ない事や不自由なことに不満を言うより、変化に

対応して行くスキルを身に着けることが大事だと思いました。 

 

・委員会報告：鎌田定悦友好クラブ委員長 

 

 大和 RC様よりお礼状が届いております。 

「今年はコロナの影響により、相互交流を 

行えず残念です。このような状況の中、 

貴クラブより大変貴重なリンゴを送って頂き、 

重ねてお礼申し上げます。来年こそ、笑顔でお会いできるよ

うに心より願っております。まずは書面にてお礼申し上げま

す。」 2020年 12月吉日 

 大和 RC会長 富岡弘文  幹事 三浦高義 

 

・12月慶祝 

 

 12月 15日生まれ 
   83才 
 
 おめでとうございます！ 

 

 

クリスマス家族会の部 

     なぜか賞品をかけて 

       じゃんけん大会 

開会の言葉 

似内裕司会長 

開会点鐘及び挨拶 

佐藤博文 

第 2分区ガバナー補佐 

ガバナー挨拶 
伊藤智仁ガバナー 

基調講演司会 
高橋誠幹事 

 

 

 

 

第 2615回例会 クリスマス家族会 
2020/12/17 

2020-2021年度  
国際ロータリー第 2520地区 第 2分区 
インターシティーミーティング 2020/12/13 
 

ガバナー任期半

分過ぎ、公式

訪問も終わり

少しほっとして

います。乾杯！ 

締めの挨拶 

良いお年を❕ 

 

じゃんけん大会 

最後まで残って

しまいました。 

福があると思い

ます。 

基調講演 「野球指導における人材育成」  

花巻東高等学校 硬式野球部監督 佐々木洋様 

 

菊池雄星、大谷翔平両投手の在学中のエピソードを

交えながら、常に子供たちの将来の様々な進路（大

リーグ、プロ野球、社会人野球、大学野球など）を見

据えながら指導をしていると言う事を話して頂きました。 

 

花巻３RC合同記念写真 

懇親会 乾杯の挨拶 
藤本純一 アドバイザー 

懇親会 開会の言葉 菊池忠彦代表幹事 

今回のＩＭ開催に当たり、紆余曲折がござい

ましたが、皆様の協力により本日、開催にこぎ

つけることが出来ました。ありがとうございます。 

今後も、どうすればできるかを考えながらこれ

からも進んでいきたいと思います。 



 

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  

      会長の時間 似内裕司 会長 

 

        昨年末から正月にかけては、コロナの 

       影響で、静かな年末年始でした。 

       ロータリーの活動は、コロナの情勢を 

       見ながら対応して行きたいと 

       思っています。 

 4月には地区大会がありますのでよろしくお願い致しま

す。（地区大会は人を集めない方向で動いています。） 

 及川洋吉さんの退会についてですが、会に留まるよう説

得を試みたのですが、体調の悪化で、家族の意向により

12月末で退会となりました。 

 

新年最初の幹事報告と新年の抱負 

 

  高橋 誠 幹事 

   

 

 

 

１月 2 月 3 月 

職業奉仕月間 平和と紛争予防・紛争解決月間 水と衛生月間 

【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、金澤幸枝 
【結婚記念】 
 

【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 

【会員誕生】 
伊藤智仁、藤本莞爾、高橋 誠 
金澤俊司、八森辰雄 
【夫人誕生】 
佐藤幸子、照井恵里子 
【結婚記念】 
藤本純一、小田島順造、金澤俊司 

7 
新年会 

ホテル花城 
4 

地域開発・人間尊重 
藤本莞爾君 

4 
環境保全委員長 
澤田隆道君 

14 
会員卓話 
本舘憲一君 

11 休会 11 
会報･雑誌･広報委員長 

渡辺正乃君 

21 
職業分類・会員選考 

川辺助之君 
18 

国際奉仕委員長 
嶋 利幸君 

18 
ロータリー情報委員長 

小野健太郎君 

28 
3RC 合同 

新年例会・新年会中止 
昼例会検討中 

25 
年祝い会 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 
25 休会 

    
 
 

 

第 2616回例会・新年会 
2021/1/7 

新 年 会 の 様 子 


