
                                     
 

 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 2620 回例会 令和 3 年 3 月 4 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 
 ・3/27(土)RLI 研修パートⅢ 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〕 
 ・MyROTARY のリニューアルに伴い一部手続きの変更のお知らせ 

 ・ロータリーレート 3 月 1 ドル=106 円 〔ガバナー事務所〕 

 ・2020-21 年度 表彰推薦についてのお願い 

 〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 伊藤智仁〕 

 ・最新カタログ 〔(株)フジマキネクタイ〕 〔(株)オクトン〕 

・国際ロータリー日本事務局「在宅勤務延長」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〕 

 ・水と衛生月間 リソースのご案内 

〔国際ロータリー日本事務局 業務推進・IT 室〕 

 ・友好都市交流事業の実施状況及び来年度事業計画について(照会) 

 ・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 24 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 2618 回例会会報、上半期活動報告書 

  会員卓話資料 

 ●第 2619 回例会 なし 

２．出席 

  ●1 月 21 日(木) 33 名中 19 名出席 

   出席率 57.5% 前回修正 63.6% 

  ●2 月 25 日(木) 33 名中 19 名出席 

   出席率 57.5% 前回修正 63.6% 

 メーキャップ 

   1/19(火) 花巻市内 3RC 会長幹事会 

   似内裕司君、高橋誠君、菊池忠彦君 

 ３．ニコニコ BOX 

 

♦牛肉のパテ デミグラスソースの煮込み風   

♦スープ  

♦ライス、サラダ  

♦デザート  
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1 月 21 日例会 

佐々木繁樹君：「1 月 4日で 52才になりました。誕

生祝ありがとうございます。(3,000 円)」藤本莞爾君：

「早退します(社協理事会のため)。(1,000円)」 

2 月 25 日例会 

鎌田定悦君：「年祝いの 3 人方おめでとうございます。

復興も兼ねて新年度から陸前高田市にフルーツパーク

事業を 7 月にオープンします。(5,000 円)」 

似内裕司君：「千葉さん、山口さん、菊池さん年祝い

おめでとうございます。これからも健康に留意され、ロータ

リー活動にご尽力いただきます様お願いいたします。

(5,000 円)」奥山隆君：「歳祝いおめでとうございます。

(3,000 円)」栗原祐二君：「年祝いおめでとうございま

す。(5,000 円)」宮澤一郎君：「年祝いおめでとうござ

います。(3,000 円)」藤本莞爾君：「年祝いおめでとう

ございます。(10,000 円)」伊藤智仁君：「久しぶりに皆

様の顔を拝見出来ました。地区大会残念ながら中止と

なりましたが、実際に配布する DVDの中身は濃くしま

す。協力よろしくお願いします。(3,000 円)」菊池忠彦

君：「還暦祝いをしていただきありがとうございます。健

康に気をつけて頑張ってまいります。宜しくお願い致しま

す(5,000円)」山口和久君：「本日は古希のお祝いを

して頂き有難うございました。藤本和尚親子様のお経を

聞き、心に響き、これからも精進して生きて行こうと思い

ます。(5,000 円)」千葉功君：去年から後期高齢者と

なりましたが、実感わきません。医療費支払いの際、1

割負担で感じる位です。今日はありがとうございました。

(3,000 円)」照井敬孝君：「年祝いおめでとうございま

す。(5,000 円)」富沢良一君：「誕生祝い、誠にありが

とうございます。2 月 17 日は妻の誕生日及び結婚記

念日です。コロナ禍において、例会等に参加できず、申

し訳ございません。ボックス致します。(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 
     今日は例会に先立って行われた役員会の 
    報告をします。 
    一つ目は、通常例会の休止について。例会 
    会場のホテル花城が 1 月 25 日~3 月 1日ま
で、休館する事を受けて、当クラブの例会をどうするか話し
合った結果、2 月 4，18 日の 2 回を休会し、3月 4 日か
ら再開することに決定しました。なお、2 月最終週の移動
例会「年祝いの会」は会場がグランシェール花巻なので、
今の所、開催予定です。日程が近くなったら、状況を見て
最終判断をし、10日～7日前には決定を案内します。 
 二つ目は、進路支援ガイダンスについてです。昨年は新
型コロナの影響により花巻東高校、花巻農業高校共に中
止でした。今年はまだ学校側には打診していませんので、
これから照井正樹青少年奉仕委員長に学校側に問い合
わせもらい、開催の可否を決めたいと思います。 
 三つ目は、IM についてです。1 月 19日に花巻 3RC会
長幹事会が開かれ、IMについての最終打ち合わせを行
いました。内容は決算関係と報告書をどう作成するかと言
う事でした。報告書については、例年通りの形になります。 
決算に関しては、登録料が 1,000 円、宴会をした花巻地
区は+5000 円となりました。宴会費用はそのまま支出さ
れ、登録料＋地区からの 100,000 円ですべてをまかなうこ
とが出来ました。2 万数千円の余剰金が出ましたが、3RC
で案分することにしました。皆様のご協力ありがとうございま
した。 
 

 

 

 
  
 本日の卓話は、前回に引き続き、新図書館建設につい
ての今までの経過の説明と、谷村新興製作所跡地につい
ての現在までの状況を、お持ちいただいた資料を基に説明
していただきました。 
  

  

 

 

 

3 月 4 月 5 月 

水と衛生月間 母子の健康月間 青少年奉仕月間 

【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 

【会員誕生】 
小田島修司 
【夫人誕生】 
嶋純恵、澤田陽子、植村純江 
佐々木壽美 
【結婚記念】 
佐々木繁樹、高橋誠、植村和雄 
奥山隆、似内裕司、藤本莞爾 
栗原祐二 

【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 

4 
環境保全委員長 
澤田隆道君 

1 
会員卓話 
伊藤智仁君 

6 
青少年奉仕委員長 

照井正樹君 
インターアクト校招待 

11 
会報･雑誌･広報委員長 

渡辺正乃君 
8 

地区大会全体ミーティング 

菊池忠彦君 
13 

会員卓話 
佐々木繁樹君 

18 
ロータリー情報委員長 

小野健太郎君 
15 

地区大会全体ミーティング 

菊池忠彦君 
20 

会員卓話 
小田島順造君 

25 休会 
22 

観桜会 
金矢温泉 27 休会 

29 休会 

第 2618回例会 
2021/1/21 

      会員卓話 本舘憲一君 
      ・新図書館建設について 

      ・谷村新興製作所跡地について 

1 月度慶祝 

     中間活動報告 
     高橋 誠幹事 
 
     上半期活動報 
     告書読み上げ      

第 2619回例会 
2021/2/25 年祝いの会 


