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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 2618 回例会 令和 3 年 1 月 21 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 

 ・RI ホームページの My Rotary のリニューアルに伴う 

トラブルについて 

 〔国際ロータリー日本事務局〕 

 ・ロータリーの友 2 月号の目次 

 〔ロータリーの友地区代表委員 吉田和洋〕 

 ・ハイライトよねやま Vol.250 

 〔公益財団法人 ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会〕 

 ・2021-22 年度 地区チーム研修セミナー変更のご案内 

 〔2021-22 年度ガバナー 鈴木俊一〕 

 

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 2617 回例会会報 

２．出席 

  ●1 月 14 日(木) 33 名中 16 名出席 

   出席率 51.6% 前回修正 67.7% 

   メーキャップ 

   なし 

  ３．ニコニコ BOX 

 

♦ ローストポーク黒胡椒風味、 

サラダ添え 

♦ スープ 

♦ ライス 

♦ デザート 

 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

1 月 14 日例会 

藤本莞爾君：「妻、正栄誕生日。喜寿と思う。結婚

50 年よく頑張ったと思う。(3,000 円)」 

渡辺正乃君：「19 日で 54 才になります。50 代前

半も今年で終わります。体調に気をつけて頑張りま

す。(3,000 円)」 

金澤俊司君：「妻の誕生祝いありがとうございます。

(3,000 円)」 

似内裕司君：「1月 7 日の新年会には、多くの方に

ご参加いただき、ありがとうございました。(3,000 円)」 

富沢良一君：「1 月 30 日で 63 歳になります。あり

がとうございます。また、母（86 歳）の葬儀に際しま

して、電報・生花・お悔やみをいただきまして、誠にあり

がとうございました。諸事情により、例会に出席できま

せん。ボックスします。(10,000 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  

  会長の時間 似内裕司 会長 

 今月は職業奉仕月間なので、職業奉仕 

について、埼玉県で行われている取り組みを 

紹介します。埼玉県では 2006年頃、高校 

中退率が全国ワースト 2位でした。この結果を 

受け、当時の県知事が、地区ガバナーに掛け合い、中退

防止を目的とした、フレッシュ高校生社会体験プログラム

を開始しました。内容は中退率の高い 6校が対象になっ

て、その高校周辺のロータリークラブが中心となって、高校

1年生を対象に、夏期に 1週間の就労体験の場を提供し

ました。生徒達は挨拶する事から始め、仕事をする事の大

変さや、面白さを学び、将来のことを考えるようになった。 

そして、学校や家庭だけでなく、会社の人やお客様に接す

る事により、社会の広さや、人の温かみを知り、学校や家

庭において好ましい変化が表れてきました。こうした取り組

の甲斐があって、埼玉県では 2016年に高校中退率が全

国平均を下回りました。職業奉仕活動を通じて、高校生

にエールを送る社会奉仕活動をしている地区の話でした。         

 28日の３RC合同新年会を中止します。昼例会も検

討しましたが、やらずに休会となります。加えて、ホテル花

城より 1/25 からしばらく、休館すると連絡が有りましたの

で、役員会で今後の例会のあり方を検討します。 

 

 

 

 

 国内で新型コロナウイルスの感染者がはじめて確認さ

れてから、間もなく 1年になります。現在国内の感染者は

累計で 30万人を超えています。なお、この 3週間で 10

万人が感染しておりますので、急速に拡大していることが

見て取れます。花巻市において、これまでにコロナ感染症

対策費としていくら予算が組み込まれたかを別紙資料に

まとめ来ましたので、ご一読ください。 

 新花巻図書館建設については、昨年の 1月に花巻市

より新花巻図書館複合施設整備事業構想が発表され

ました。それに伴い、市議会では 3月に新花巻図書館整

備特別委員会を設置し、8月以降、図書館関係機関や 

市民から広く意見を集め意向の把握に努めました。また

市においても、8月から 10月にかけとしょかんワークショッ

プを開催し、市民の意向を調査した。11月 12日開催の

特別委員会において、議員の質問に対し市長の考えを

述べた。賃貸住宅については、市民からも望む意見が無

いのでこれ以上進めるつもりはない。建設場所については

若い人たちを中心により多くの人に使ってもらう為に、駅

前が良いと思う。土地の取得については、JR東日本も売

却の協議に応じる返事をいただいている。（つづく） 

  

 

 

 

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】 
なし 

【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 
会員卓話 
本舘憲一君 

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 休会 25 
年祝い会 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 
25 休会 

第 2617回例会 
2021/1/14 

会員卓話 本舘憲一君 
・令和 2年度花巻市一般会計補正予算 

（感染症関係）の概要 

・新図書館建設について現在の進捗状況 

1 月度慶祝 


