
                                     
 

        RI 2021-2022 テーマ 

          「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

         R I 会 長  シエカール・メータ（Calcutta-Mahanagar RC /インド） 

           第 2 5 2 0 地 区 ガバナー 鈴木 俊一 （仙台南ロータリークラブ） 

           花巻南ロータリークラブ会長 照井 敬孝 

 

第 2634 回例会 令和 3 年 7 月 1 日 

Ⅰ．開会点鐘     照井敬孝会長 

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    照井敬孝会長 

Ⅵ．幹事報告     佐々木繁樹幹事 

・R4年 4 月 9 日(土)創立 30 周年記念式典 

並びに祝賀会について（第一次ご案内） 

 〔国際ロータリー第 2520 地区 石巻南 RC  

会長 須永 光春〕 

・2022年ヒューストン国際大会の登録について 

〔国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室〕 

・ＲＬＩ研修パートⅠ参加者募集のご案内 

・ＲＬＩ研修デスカッションリーダー募集のご案内 

 〔国際ロータリー第 2520 地区  

2021-22 年度ガバナー鈴木 俊一〕 

・ハイライトよねやま Vol.255 

〔公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会〕 

・R3年度 花巻市民憲章推進協議会総会資料 

〔花巻市民憲章推進協議会〕 

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       照井敬孝会長 

【前回確認事項】 

１．配布 

  ●第 2632 回例会会報 

２．出席 

  ●6 月 17 日(木) 33 名中 13 名出席 

   出席率 44.8% 前回修正 58.6% 

 ●6 月 24 日(木) 33 名中 20 名出席 

  出席率 62.5% 前回修正 65.6% 

  メーキャップ 

 6/15(火)花巻北上地区新旧会長幹事引継会 

 照井敬孝君・佐々木繁樹君・高橋誠君  

 ３．ニコニコ BOX 

♦ 麻婆茄子丼  

♦ スープ  

♦ サラダ、ザーサイ  

♦ 杏仁豆腐   
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HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

6 月 17 日例会 

なし 

6 月 24 日例会 

照井正樹君：「似内会長、高橋幹事、伊藤ガバナー、

菊池代表幹事そしてがバナースタッフ。会員の皆様、1

年間お疲れ様でした。(3,000 円)」鎌田定悦君：

「100%出席と、ビンゴ 2番目で当たりましたので BOX

します。(5,000 円)」千葉功君：「ありがとうございまし

た！(3,000円)」藤本純一君：「似内会長、高橋誠

幹事ご苦労様でした。(3,000 円)」高橋誠君：「1年間

ありがとうございました。(5,000 円)」澤田隆道君：「似

内会長、1年間ご苦労様でした。(3,000 円)」奥山隆

君：「コロナ禍の中、今年も皆勤賞を頂く事が出来まし

た。ありがとうございます。(3,000 円)」伊藤智仁君：「1

年間御苦労様でした。沢山勉強する事が有ったと思い

ます。(3,000 円)」植村和雄君：「リーチは早かったが、

ビンゴになるまでが長かった(3,000 円)」宮澤一郎君：

「・ビンゴ有難うございました。・1 年間、会場監督で皆

様のお世話になり、有難うございました。(5,000 円)」菊

池忠彦君：「伊藤ガバナー年度へのご支援、1年間あ

りがとうございました‼(5,000 円)」嶋利幸君：「似内

会長、高橋幹事、1年間お疲れ様でした。ビンゴゲー

ム、最後の最後に肩ロースゲットです。(3,000円)」渡辺

正乃君：「本年度、皆さんの協力により週報を滞りな

く、発行する事が出来ました。来年度も引き続きよろし

くお願いします。(3,000 円)」似内裕司君：「皆様のご

支援ご協力により会長職を 1 年間全うできました。衷

心より感謝申し上げます。(10,000 円)」栗原祐二君：

「ニコニコ BOX 小委員長です。ボックスします。(5,000

円)」佐々木繁樹君：「1 年間ありがとうございました。

来月から幹事のようです。皆様のご指導をよろしくお願

いします。(5,000 円)」照井敬孝君：「来月から会長を

拝命します。よろしくお願いします。似内会長ご苦労様

でした。(5,000円)」岩舘正明君：「ビンゴゲームで最初

にビンゴする事が出来たのでボックスします。(3,000

円)」富沢良一君：「私事の都合があり、誠に残念です

が、最終例会を欠席致します。似内会長様、コロナ禍

でご苦労が多く、1 年間お疲れ様でした。ボックスしま

す。(10,000 円)」 
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 会長の時間 似内裕司会長 
  日本の半導体製造関連の機械は世界トップレベ

 ルにあり世界各国の半導体メーカーで使われている。

 シリコンに回路図を焼き付ける露光装置は日本の、

 ニコンとキャノンで世界の 90%のシェアを誇る世界一

の技術です。その露光装置の部品を金属団地にある会社で作

っています。更に半導体の検査装置も花巻にある会社で作られ

ています。この様に最先端の機械の製造に地元の企業が関わっ

ている事をぜひ知っておいてほしいです。 

 本日で会長の時間最後になりました。最初の頃は何を話せ

ば良いか分からず、記事の内容等をそのまま話していましたが、

先輩の助言により、ロータリーの月間テーマに関わる事を勉強

し、自分の言葉で話す様にしました。つまらない話もあったかもし

れませんが、1 年間ありがとうございました。 

年間報告 

今年は対外行事、周年行事がほとんどなく、12月に行われた

ガバナーエレクト激励会で仙台に行ったのが唯一です。インターシ

ティミーティングが花巻 3RC 主幹で協力して出来て良かったで

す。イノベーション戦略立案会議が出来たことも良かったです。

今後も継続して頂きたいです。1年間有難うございました。 

 

委員会報告 友好クラブ委員長 鎌田定悦君 

大和 RC より本年度開催の IM の資料を頂きました。当クラブ

も本年度主管した IM の資料を送付し情報交換をしました。 

 

地区大会記念事業として作った冊子と DVD について 

がバナーより経緯の説明 

ロータリー重点分野に沿って実際にどういう活動をしているかを

見て頂きたくて DVD を作成しました。冊子には RI会長メッセー

ジや表彰関係を載せてあります。 

 

高橋幹事 

1年間の出席を通じて勉強させて頂きました。ありがとうございま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯！👆  例会 100%出席者の皆さん👇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★花巻南 RC ホームページお披露目★ 

  

 

 

7 月 8 月 9 月 

新年度役員就任 会員増強月間 基本的教育と識字率向上月間 

【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 

【会員誕生】 
佐藤 寧、宮澤一郎 
【夫人誕生】 
岩舘裕美、川辺美代子 
【結婚記念】 
本舘憲一、山口和久、鎌田定悦 

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 

2 
出席奨励委員長 
澤田隆道君 

8 
クラブ協議会 

会長ｴﾚｸﾄ、副会長 
12 休会 9 

会報・雑誌・広報委員長 
渡辺正乃君 

15 
ガバナー補佐訪問 
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 

16 
友好クラブ委員長 

鎌田定悦君 

22 休会 

26 ニコニコ BOX 委員長 
千葉 功君 

23 休会 

29 
伊藤ガバナー慰労会 

ホテルグランシェール 
30 

職業分類･会員選考委員長 

川辺助之君 

第 2632回例会 
2021/6/17 

第 2633 回例会 

最終例会・ロータリー家族会 
2021/6/24 


