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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 2631 回例会 令和 3 年 6 月 10 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 

・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」 

第 25 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〕 

・令和 3 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 

会費納入について(御礼) 

〔花巻市勤労青少年ホーム運営協力会会長 藤沼弘文〕 

・新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応の件 

（第 11 報の継続） 

・ロータリー日本 100 年史 

〔一般社団ロータリーの友事務所〕 

・6 月のロータリーレート  1 ドル＝109 円 

〔ガバナー事務所〕 

・令和 3 年度特別会員の会費納入について（お願い） 

〔花巻市防犯協会 副会長 高橋一正〕 

・セイコーアウトドアクロック カタログ 

〔SEIKO〕 

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 2630 回例会会報 

 

２．出席 

  ●6 月 3 日(木) 33 名中 17 名出席 

   出席率 53.1% 前回修正 59.3% 

  メーキャップ 

 5/23(日)盛岡滝ノ沢 RC 創立 20 周年記念式典 

 伊藤智仁君・照井敬孝君・菊池忠彦君 

 

 ３．ニコニコ BOX 

♦ 有頭海老フライと豚カツ、野菜添え 

♦ 小鉢（鮪角煮 マヨ和え） 

♦ 茶碗蒸し 

♦ ご飯、味噌汁、新香 

♦ フルーツ 
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6 月 3 日例会 

富沢良一君：「私事の都合があり、例会を欠席致し

ます。ボックスします。（5,000 円）」 
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     ・デジタル化、デジタル庁について(9 月 1日創設) 

 

  デジタルとアナログの違いとは：アナログは連続的

なデータ。デジタルは段階的なデータです。例として、アナログな

時計は針が連続して動いています。対してデジタルな時計は 1

秒 1秒数字で教示されたり、秒単位で針が動いたりします。次

に音楽では、レコードはアナログな録音方法で雑音を含むすべて

の音が溝に収録されます。その溝を針が通り振動を拾う事で音

が出ます。対してＣＤは音域を限定して音をデジタルに加工し

て記録し、読み取ったデジタル信号をアナログ信号に変換して

音を出すと言うような違いがあり、それぞれメリット、デメリットが

あります。 

設立目的：デジタル庁は、デジタルの活用により、一人一人の

ニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現でき

る社会を目指します。そのために、各省庁のデジタル化を推進

する。各省庁と地方自治体のスムーズにデータをやり取りし、行

政サービス全般を迅速化するとともに、マイナンバーカードの普及

を推進し、健康保険証や運転免許証などの様々な証明カード

を統合していく事が目的となります。 

 デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向

の DX（デジタル・トランスフォーメーション）を大胆に推進し、デ

ジタル時代の官民のインフラを今後 5年で一気呵成に作り上

げることを目指します。徹底的な国民目線でのサービス創出や

データ資源の利活用、社会全体の DX の推進を通じ、全ての

国民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現すべく、取組を

進めて行くそうです。 

 今の世の中、パソコンをいじれないと、ワクチンの接種も出来

ませんので、皆さんも最低限の知識は身につけましょう。 

  

細則の変更に関する質疑応答及び決議 

 本日、細則の改正案について説明し、質疑応答の時間を取

ったうえで、採決を取り細則を変更する事に決定しました。

  

 

 

  

 

 

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 
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第 2630回例会 
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クラブ協議会 年間活動報告① 

クラブ奉仕委員会 会長エレクト 照井敬孝君 

本年度、似内会長のもと戦略立案会議（イノベーション 2020）を立

ち上げて、座長として 6項目の課題について、道筋を示すことができた

と思います。ありがとうございました。 

クラブ奉仕委員会 副会長（大委員長） 菊池忠彦君 

例会運営においては出席奨励、プログラム、ニコニコ BOX、会報・雑

誌・広報、親睦・ロータリー家族の各委員長に協力してもらい、滞りな

く運営できたと思います。ありがとうございました。 

職業奉仕委員会 大委員長 奥山隆君 

職業奉仕月間の月に、イトーヨーカドー店長の櫛田泰吾様をお招きし、

流通・小売業界の話をしていただきました。1 年間御協力ありがとうご

ざいました。 

青少年奉仕委員会 大委員長 照井正樹君 

今年の活動は、「ロータリー重点分野レーポート」に参加してもらった花

巻東高校 鈴木拓君、花巻農業高校 村田翔君を招いて「平和の

推進」というテーマの発表と、表彰式をできた事でした｡ 

職業分類・会員選考委員会 委員長 川辺助之君 

今度、吉田栄子さんが入会する事になりました。会員増強が難しい中

ですが、今後も女性の方を推薦していただきたいと思います。 

出席奨励委員会 委員長 岩舘正明君 

出席率の向上に心がけながら、出席報告をしています。結果は良くも

なく、悪くもなくといったところでした。ありがとうございました。 

プログラム委員会 委員長 藤本純一君 

今年度、組んだプログラムは皆さんの協力により順調に消化できている

と思います。ありがとうございました。 

親睦・ロータリー家族委員会 委員長 高橋照幸君 

コロナの影響により半年間休ませていただきましたが、皆さんの協力に

より職責を全うできたかなと思います。大変ありがとうございました。 

地域発展・人間尊重委員会 委員長 藤本莞爾君 

コロナ禍において、命を守ることを優先にやってまいりました。そこで皆様

にマスクを配りましたのでご活用ください。一年間ありがとうございまし

た。 

 


