
                                     
 

 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 2629 回例会 令和 3 年 5 月 20 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 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 

定期総会議案承認、および会費納入について(お願い) 

 〔花巻市勤労青少年ホーム運営協力会  

会長 藤沼 弘文〕 

・ハイライトよねやま Vol.254 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 

・国際ロータリー第 2520地区 2020-2021 年度  

地区大会決議案の採択について 

〔国際ロータリー第 2520地区  ガバナー 伊藤 智仁〕 

・地区ホームページ更新のお知らせと動画提供のお願い 

〔国際ロータリー第 2520地区 代表幹事 菊池忠彦〕 

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 2628 回例会会報 

２．出席 

  ●5 月 13 日(木) 33 名中 15 名出席 

   出席率 50.0% 前回修正 63.3% 

  メーキャップ 

 なし 

 

 ３．ニコニコ BOX 

 

♦ 天婦羅 

♦ 小鉢 筍マリネ 

♦ 茶碗蒸し 

♦ ご飯、みそ汁、新香 

♦ フルーツ、ゼリー 
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5 月 13 日例会 

嶋 利幸君：「5月 20 日、結婚記念日です。祝っ

ていただきありがとうございました。（3,000円）」 

川辺助之君：「結婚お祝(ケーキ)ありがとうございま

す。52 年？ぐらいになります。（5,000 円）」 

渡辺正乃君：「妻の誕生日祝いありがとうございまし

た。（3,000 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 照井敬孝 会長エレクト 

 ・イノベーション会議等について 

  本日も似内会長体調不良の為、会長代理の 

  代理でお話しします。 

 

まずは、役員会の話です。 

本年度、イノベーション会議において、現在の花巻南ロータリーク

ラブの活動と、クラブの細則が一致していないのではないかとい

う事で、見直すことを役員会に諮りました。来月、皆さんの承認

を得たいと思います。 

 

本年度イノベーションの進み具合 

・例会のあり方：Web を利用して参加、卓話等を実施する。

ネット環境の整備の実施。パソコン、モニターやプロジェクターが

必要かなどの検討をしている。担当：渡辺、つなぎ方は誠君 

 

・会員募集：ホームページを利用する。現在ホームページ作成

中。担当：鎌田君 

 

・会員卓話のあり方：卓話の時間の確保。30分位 

 

・委員会の編成：細則の改正と合わせて、実情に即して検討

する。 

 

・委員会の事業について：細則の改正と合わせて、実情に即し

て検討する。 

 

・寄付金について：ロータリー財団の寄付を現在の 20 ドルから

上げる事で決定しております。 

 

   ニコニコ BOXの会計から一般

会計に戻す。 

 

・今年度最後のイノベーション会議を 6 月にまとめとして開催予

定です 

 

 

 

 

 
  
  
   
 
・青少年奉仕委員長として 
本年度の活動は世界的に見ても停滞している。 
自分達の活動も、進路ガイダンスの中止や清掃活動の中
止。唯一の活動は、重点分野レポートの表彰式で発表して
もらった事です。次年度も難しいです。 
 
・職業の話 
自社は建設会社でも建築メインの会社になります。今、業
界ではウッドショックが起こっていまして木材が不足していま
す。米松が足りません。梁、根太、垂木等の材料になるもの
です。 
木材不足の背景はアメリカの、コロナによる景気対策による
住宅建設ラッシュの影響で、輸出用の材料の不足、及び輸
送用コンテナの不足。日本国内では 70%が外材を使用し
ており、国内在庫が 6月位で尽きるのではないかという状
況で、木造住宅メインの会社は何らかの対策を打たなけれ
ば大変厳しくなるのではないかと思われます。 
 
・自分の病気について 
以前にもお話ししましたが、私は潰瘍性大腸炎を患っており
まして、何年か前に民間療法を試してみました。主にはアレ
ルギーになる物質の食事制限ですが、現在 2年間ほど発
症していません。去年、花粉症も治ったと言われたので、期
待していた所、花粉症になりました。 
やっぱり、胡散臭い療法はダメかと思っていましたが、今年
はまだ花粉症になっていません。 
大腸炎も発症せず、花粉症にもならないとなると、あの民
間療法は正解だったのかという今の感想です。 
 

  

 

 

5 月 6 月 7 月 

青少年奉仕月間 ロータリー親睦活動月間 新年度役員就任 

【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 

【会員誕生】 
千葉 功、照井正樹 
【夫人誕生】 
千葉まり子、本舘睦子、高橋直子 
【結婚記念】 
佐藤 寧 

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 

2 
会長所信表明 
幹事挨拶 

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 

9 
クラブ協議会 

会長ｴﾚｸﾄ、副会長 

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 

16 
クラブ協議会 

決算報告、予算審議 

27 休会 24 慰労例会 
夜例会 ホテル花城 

23 未定 

30 未定 

第 2628回例会 
2021/5/13 

      会員卓話 照井正樹君 

     ・青少年奉仕について 

・建築資材(木材)不足について 

  ・自分の病気について 


