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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 2624 回例会 令和 3 年 4 月 8 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 

 ・「母子の健康月間」のリソース 

 〔国際ロータリー日本事務局 業務推進 IT 室〕 

 ・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〕 

 ・4 月のロータリーレート 1 ドル 110 円 

〔ガバナー事務所〕 

 ・4 月の事務局勤務体制について（ご連絡） 

〔公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会〕 

 ・別冊カタログの送付 

〔㈱オクトン〕 

 ・「2021-22 年度地区研修・協議会」開催のご案内 

  〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナーエレクト  

鈴木俊一〕 

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 

Ⅶ．慶祝（月初のみ）    親睦委員会 

Ⅻ．閉会点鐘       似内裕司会長 

 

 

 

 

【前回確認事項】 
１．配布 

  ●第 2623 回例会会報 

  会員卓話資料 

    

２．出席 

  ●4 月 1 日(木) 33 名中 20 名出席 

   出席率 64.5% 前回修正 64.5% 

   メーキャップ 

3/27(土) RLI パートⅢ（オンライン） 

伊藤智仁君、菊池忠彦君 

 

 ３．ニコニコ BOX 

 

♦杜仲茶ポークのピリ辛炒め 

♦ スープ 

♦ ライス、ザーサイ 

♦ 杏仁豆腐 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

4 月 1 日例会 

奥山 隆君：「51 回目の結婚記念日を迎えます。

夫婦共々元気に暮らせますように。今後共よろしくお

願い致します。(3,000 円)」 

佐々木繁樹君：「明日 4/2 が 27 回目の結婚記念

日です。ケーキをたのしみにしております。(3,000円)」 

高橋 誠君：「4 月 5 日結婚記念日です。ケーキあ

りがとうございます。(3,000 円)」 

植村和雄君：「妻の誕生日及び結婚記念をお祝い

頂きありがとうございます。 (6,000 円)」 

嶋 利幸君：「妻の誕生日を祝っていただき、ありが

とうございます。(3,000 円)」 

澤田隆道君：「妻誕生祝いありがとうございます。

(3,000 円)」 

似内裕司君：「結婚記念日のお祝いのケーキ楽しみ

にしています。(3,000 円)」 

 

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 



 

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 

 ・母子健康月間に寄せて 

    2014 年、RI理事会で 5 歳未満の幼児並び 

       に妊婦の死亡率、罹患率を削減させる。母子 

       に対して医療サービスを提供する。保健従事 

       者の研修や母子保健に関連した専門職に対 

      して支援する事を重点目標として母子の健康月

間が決定しました。日本の乳幼児、新生児の死亡率の低さは、

独自の取り組みである母子健康手帳によります。この手帳は

1948 年に母子保健法に基づき交付されました。特徴は、妊産

婦、新生児、乳幼児に関して一貫して継続的なケアを行う点

で、これにより、死亡率が低下しました。しかし、世界では妊産

婦、新生児の死亡率は高い割合です。いずれも適切な医療サ

ービスの提供、家族計画の指導、疾病予防の啓発、栄養失調

の予防などのケアに取り組む事で、多くの命を救うことが出来ま

す。これらの妊産婦や、新生児の死亡率を減らすためにも、日

本の母子健康手帳によるケアは大変有用な手段と考えられま

す。そして近年、この手帳が世界から注目されています。ロータリ

ーは世界各地で、母子の健康を改善し、妊婦、乳幼児の死亡

率を減らすための活動と研修を支援しています。そして、私たちロ

ータリアンは、水と衛生、疾病予防、平和と紛争予防、などの

重点分野と重ね合わせて母子の健康について、考えていく必要

があります。私たちの家庭はもちろん、地域社会や世界の健全

な発展を考える時、母子の健康を抜きにしては考えられません。 

 

 
 

  

 

 

 
  
  
 ここ十年、二十年位の間に IT が入ってきて測量技術もど
んどん変わって来ています。私がこの業界に入った 40年前
には測量と言えばレベルとトランシット、平板などを駆使しな
がら色々な構造物を造っていました。そこから機械化が進み
現在に至ります。製図などでも昔は製図板と T 定規から始
まり、ドラフター（これは短命でした）を経てパソコンを使って
CAD による製図になります。 

 昔の測量は覗く人（指示を出す人）と覗かれる人（タ

ーゲットを持つ人）が 1組になって作業していました。指示

者にもうまい下手があり、指示を受ける側も、指示を的確に

聞いて動ける人と動けない人がいたり、個人差が有りまし

た。この差によって、工事の進捗にもかかわってきます。現在

は IT 化により、一連の作業が 1人で出来ます。トータルステ

ーションと呼ばれる覗く側の機械が覗かれる側の人を自動

追尾します。そして、計測地点を記録し、ソフトで解析し、施

工データを算出します。このように現在では、測量及び施工

においても、ドローンや人工衛星（みちびきなど）による

GPSなどの IT技術の利用が測量機器から重機にまで進ん

でいます。その利点は、作業人数の削減や、施工管理の簡

便化、熟練作業員と経験の浅い作業員との技術格差の

是正などが有ります。これからの人材育成はこれらの技術を

使いこなせる作業員の育成になると思います。 

 

  

 

 

4 月 5 月 6 月 

母子の健康月間 青少年奉仕月間 ロータリー親睦活動月間 

【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 

【会員誕生】 
小野健太郎 
【夫人誕生】 
阿部俊子 
【結婚記念】 
小野健太郎、阿部豊治 

1 
会員卓話 
伊藤智仁君 

6 
会員卓話 

佐々木繁樹君 
3 

クラブ協議会 
年間活動報告① 

8 
会員卓話 
藤本莞爾君 

13 青少年奉仕委員長 
照井正樹君 10 

クラブ協議会 
年間活動報告② 

15 
会員卓話 
菊池忠彦君 

20 
会員卓話 

小田島順造君 
17 

会長・幹事事業報告 
この一年を振り返って 

22 観桜会 金矢温泉 
27 休会 24 

慰労例会 

夜例会 ホテル花城 29 休会 

第 2623回例会 
2021/4/1       会員卓話 伊藤智仁君 

      ・測量・施工技術の 

進化について 

4 月度慶祝 

 


