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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 2621 回例会 令和 3 年 3 月 18 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 

 ・令和 3 年度植樹活動支援事業の 

活用希望調査について（照会） 

 〔岩手県企業局経営総務室長〕 

 ・MyROTARY のリニューアルに伴う修正中の問題について 

〔国際ロータリー日本事務局〕 

 ・ハイライトよねやま Vol.252 

〔公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会〕 

 ・金星少年少女オーケストラ 10 周年記念演奏会 ご案内 

〔金星少年少女オーケストラ 代表 多田貢〕 

 

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 2620 回例会会報 

  会員卓話資料 

  

２．出席 

  ●3 月 4 日(木) 33 名中 15 名出席 

   出席率 48.3% 前回修正 61.2% 

    

  メーキャップ 
   1/29(金) ガバナースタッフ会議 
   伊藤智仁君、菊池忠彦君、藤本純一君、 
  佐々木繁樹君、照井正樹君、照井敬孝君、 
  渡辺正乃君 
 

 1/24(日) ロータリーと危機管理 
 2/12(金) 第二回規定審議会代表者セミナー 
 2/13(土) RLI パートⅡ 
 2/14(日) 諮問委員会、地区チーム研修セミナー、       

米山記念奨学会終了式 
 2/16(火) 東北地区ガバナー会議 
 2/17(水) ホルガークナーク会長との 
            バーチャルミーティング 
 2/20(土) RLI パートⅡ 
 2/21(日) 第 7 分区 IM 
 2/24(水) 盛岡西北 RC 会長を訪問 
 伊藤智仁君 
 
 2/14(日) 諮問委員会、地区チーム研修セミナー 
 菊池忠彦君 

 ３．ニコニコ BOX 

 

♦ビーフカレーライス 

♦スープ 

♦サラダ、福神漬  

♦デザート 
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3 月 4 日例会 

金澤俊司君：「誕生祝、結婚記念祝ありがとうございま

す。ボックス致します。(5,000 円)」 

藤本純一君：「3 月 5 日結婚記念日です。ありがとうご

ざいます。(3,000 円)」 

照井正樹君：「妻の誕生祝いありがとうございます。

(3,000 円)」 

菊池忠彦君：「妻の誕生祝いありがとうございます。

(3,000 円)」 

澤田隆道君：「誕生祝いありがとうございます!! 

(3,000 円)」 

岩舘正明君：「2 月誕生日でしたのでボックスします。

73 才になりましたがあまり言いたくない年になりました。

(3,000 円)」 
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      会長の時間 似内裕司 会長 
     役員会の報告からです。一つ目は、3 月の例 
    会について。例会会場のホテル花城が 3 月 15 
    日まで、休館する事を受けて、11日を休会とし、
18 日と 25 日を例会日とします。二つ目は、進路支援ガ
イダンスについてです。照井正樹青少年奉仕委員長に学
校側と協議してもらった結果、新型コロナの感染拡大防
止の観点から花巻東高校、花巻農業高校共に中止した
いとの申し出が有りましたので今年も中止とします。 
 三つ目は、花巻南 RC ホームページ作成の件です。今
年度イノベーション会議において発案があり、検討いたしま
した。市内の業者に見積を取り、ホームページ作成費約 18
万円、年間維持費 74,000 円でした。本日の役員会に諮
り承認されましたので、報告します。4つ目は佐々木盛光
先生から退会の届が出た件です。退会の理由は、昼の例
会にはなかなか出席が出来ないと言う事でした。3/31で
の退会を承認しております。最後に大和ロータリークラブの
故佐々木和夫様の奥様より、四十九日の法要と納骨が
無事終わったことの報告と、お礼の手紙を頂きました。 
 会長の時間の話は、今月の水と衛生月間に因み、世
界にはまだきれいな水が思うように手が入らない地域があ
り、RC では長年に渡り支援をしてきました。しかしながら、
井戸等の物質の提供だけでは、持続性が無いので、教育
をし、地元の人達の意識を変えて、自分たちで、維持管
理が出来るように現在は支援の方法を変えています。 

 

 

 
  
 本年度環境保全委員会 委員長を務めております
が、活動計画において社会奉仕委員会と共に、インターア
クト校の参加を促しながら、豊沢川クリーン作戦の参加や
大堰川清掃などの活動を予定しておりましたが、新型コロ
ナの影響により中止となっております。代替的なセミナーな
ど模索中です。 
 現在の新築住宅は 99%壁紙（クロス）ですが、塗り
壁の漆喰という材料には新型コロナにも有効なウイルスの
不活性化作用、調湿効果、防火性能の良さと言う特徴
があり、漆喰の良さが見直されてきています。皆さんも建て
替えやリフォームの折には塗り壁を検討してみてください。 
  

  

 

 

 
 

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】 
鎌田定悦、菊池忠彦、高橋照幸 
似内裕司 
【夫人誕生】 
藤本浜子、渡辺法子、高橋きよ子 
八森峯子、佐々木クミ子 
【結婚記念】 
川辺助之、高橋溥芳、岩舘正明 
伊藤智仁、嶋 利幸、千葉 功 

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 休会 8 調整中 13 
会員卓話 

佐々木繁樹君 

18 
会報･雑誌･広報委員長 

渡辺正乃君 
15 調整中 20 

会員卓話 
小田島順造君 

25 
ロータリー情報委員長 

小野健太郎君 

22 
観桜会 
金矢温泉 27 休会 

29 休会 

第 2620 回例会 
2021/3/4 

      会員卓話 澤田隆道君 
      ・環境保全委員会の活動について 

      ・塗り壁、漆喰の良さについて 

２・３月度慶祝 

下の QR コードをスキャンすると、 

ロータリーの友電子版をスマホで 

読むことが出来ます。 

ﾛｸﾞｲﾝ ID：rotary 

パスワード：rotary 


