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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 2630 回例会 令和 3 年 6 月 3 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 

・2021-22組織図・公式訪問予定表（案） 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナーエレクト事務所〕 

・バーチャル台北国際大会のプログラム 

〔ガバナー事務所〕 

・日本のロータリー100 周年を祝う会 記念式典・祝賀会 

 オンライン視聴のご案内（無観客開催） 

〔ガバナー事務所〕 

・花巻市防犯協会令和 3年度通常総会書面議決の 

結果について 

〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 

・6/15（火）花巻・北上地区 RC 新旧会長・幹事引継会 

開催のご案内 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー補佐 佐藤博文 

次期ガバナー補佐 佐々木 史昭〕 

・令和 3 年度花巻市友好都市交流委員会の 

書面決議結果報告について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

・令和 3 年度花巻市市民憲章推進協議会の 

開催について(ご案内) 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長三田望〕 

・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〕 

・「日本のロータリー100 周年を祝う会」記念式典・祝賀会 

の You Tube 視聴について 

〔ガバナー事務所〕 

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 2629 回例会会報、細則変更説明書 

２．出席 

  ●5 月 20 日(木) 33 名中 17 名出席 

   出席率 56.6% 前回修正 66.6% 

  メーキャップ 

 5/16(日)地区研修・協議会オンラインセミナー 

 照井敬孝君・菊池忠彦君・佐々木繁樹君 

 伊藤智仁君・嶋利幸君・照井正樹君 

 ３．ニコニコ BOX 

♦ 鶏肉のチリソース丼  

♦ スープ  

♦ ザーサイ  

♦ 杏仁豆腐   
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HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

5 月 20 日例会 

千葉 功君：「今年で結婚 45 年になりました。ケー

キはまだですがありがとうございます。（3,000 円）」 

似内裕司君：「誕生日のお祝ありがとうございました。

また、2 週連続で欠席してしまいご迷惑をお掛けしまし

た。（5,000 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 

  

   例会を 2回欠席しましたが、風邪をひいており        

   ました。診察してもらうために自宅近くの病院に 

  連絡した所、駐車場で待機するように指示されま

した。受付から、検査（インフルエンザ、PCR）、診察、薬の受

け取り、会計まですべて車に乗ったままでした。立ち会った看護

師さん、お医者さん、薬剤師さんすべて完全防備での対応で、

迷惑かけたなと思っております。皆さんも、体調には留意してくだ

さい。 

 新入会員の吉田栄子さんですが、現在、花巻管内でもコロ

ナが出ており、会合等の出席もしばらく控えたいという事で、5

月入会ではなく、7 月入会にスライドして手続きを進めたいと思

います。 

 細則の変更について。細則の中身を現状に合わせた形に変

更したいと思います。変更の手続きの仕方ですが、先週の役員

会で役員の承認を得ました。改正案の予告については 10 日前

に会員に周知するという事ですので本日、役員以外の会員に

細則の変更資料配布致しました。それを経て、10日以降に決

議をする取り決めですので、来月第 1週の例会において決議を

取ります。定足数は会員の 3 分の 1 以上で、その 3分の 2 以

上の賛成をもって可決、成立します。資料に目を通して頂き、

当日疑問等あればお答えしたいと思います。 

 地域発展・人間尊重の委員長の藤本莞爾さんが卓話の折

に、予算が無いので活動出来なかったと話しましたが、後日予

算がある旨伝えたところ、皆さんにマスクを配りたいという事で、

マスクを購入しましたので皆さんにお配りします。夏用マスクにな

っています。 

  

 

 

 

 

 
  
  
 世間では、大谷翔平や菊池雄星などの活躍により、我
が校イコール野球というイメージなので、野球の話をします。
今年度、期待の新人が入って来ております。それは本校監
督のご子息の話で、ホームランの打てる逸材です。どうぞ応
援をお願いします。 
 昨年来、コロナの感染症がいまだ収束せず、学校現場で
は行事が出来ない事、入学式や卒業式などを保護者不在
で開催しなければならない事や、生徒達にとっては、部活動
で楽しみにしていた高校総体の中止、高校野球の中止など
色々な競技が中止され、子供達にとってはやる気を失うよう
な出来事でした。この様な事で、子供たち同士のコミュニケー
ションや連帯感などが失われているなと心配していましたが
秋以降代替大会などが開催され、活動の成果を発表する
場が有った事は良かったと思っております。令和三年度は高
校総体も開催され、現在地区予選が行われておりますが、
全国大会まで行ってほしいと思います。 
 このような中で本校の運営はまずまず順調に行っていると
思います。今般の少子化により、生徒募集は難しい状況で
あります。かつては公立高校一辺倒でしたが、私学も勉強
し、色々な要望に応え、それぞれの特色を出しながら、進め
ております。その甲斐あって、定員を超える生徒を迎えており
ます。進路面では半数の生徒が大学に進学、専門学校が
30%、就職が 20%となっており、就職では県職員になった
者もおります。本校は花巻市内から約半分の生徒が在学し
ています。その他は近隣地域や、他県です。この様な実績を
上げるためには、特色をどんどん出さなければならない。私
立学校においては理論よりも結果がすべてである。実績がど
う作られるか。これが評価になります。なので、教育と経営
は表裏一体なのです。私学は授業料×人数で経営してい
かなければなりません。この学校に入れば何ができるか？公
立高校にはない独自の取り組みが必要であります。私立学
校は人材を作る場所だと肝に銘じてこれからも頑張って行き
たいと思います。 

  

 

 

6 月 7 月 8 月 

ロータリー親睦活動月間 新年度役員就任 会員増強・新クラブ結成推進月間 

【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 

【会員誕生】 
なし 
【夫人誕生】 
小野由希恵、伊藤千秋 
【結婚記念】 
なし 

3 
クラブ協議会 
年間活動報告① 

1 
会長所信表明 
幹事挨拶 

5 
ガバナー公式訪問 
ホテル紅葉館 

10 
クラブ協議会 
年間活動報告② 

8 
クラブ協議会 

会長ｴﾚｸﾄ、副会長 
12 休会 

17 
会長・幹事事業報告 
この一年を振り返って 

15 
クラブ協議会 

決算報告、予算審議 
19 

会員増強委員長 
富沢良一君 

24 
慰労例会 

夜例会 ホテル花城 

22 休会 
26 

ニコニコ BOX 委員長 
千葉 功君 29 伊藤ガバナー慰労会 

第 2629回例会 
2021/5/20 

      会員卓話 小田島順造君 

       ・花巻東高校の現状と取り組み 

   

5月慶祝 


