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        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 2635 回例会 令和 3 年 7 月 8 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 

・「創立 50 周年記念小誌」送付のご案内 

 〔大船渡西 RC 創立 50周年記念実行委員会 

 委員長 門田 崇〕 

・7 月ロータリーレート  1 ドル＝111円 

〔ガバナー事務所〕 

・2021-22年度ガバナー事務所開設のお知らせ 

・2021-22年度地区資金(前期)送金のお願い 

 〔国際ロータリー第 2520地区 2021-22年度 

 代表幹事 星 毅〕 

・国際ロータリー日本事務局在宅延長のお知らせ 

〔国際ロータリー日本事務局〕 

・第 28 回豊沢川クリーン作戦ご協力のお願い 

 〔豊沢川活性化・清流化事業推進協議会 

 会長 藤沼弘文〕 

・50周年記念誌発刊のご挨拶 

〔岩出山 RC 会長 池松 正明〕 

・「ルンビニーだより」「ゆめじぞう」の送付について 

〔社会福祉法人 光林会〕 

 

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 2634 回例会会報 

２．出席 

  ●7 月 1 日(木) 33 名中 22 名出席 

   出席率 70.9% 前回修正 74.1% 

  メーキャップ 

 なし 

 ３．ニコニコ BOX 

♦ 金目鯛唐揚オクラ餡かけ 

♦ 小鉢（海鮮山かけ） 

♦ 茶碗蒸し  

♦ ご飯、みそ汁、新香 

♦ 果物、ゼリー 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

7月 1 日例会 

千葉 功君：「妻と一緒の誕生日です。ありがとうござ

いました。(6,000 円)」照井正樹君：「誕生祝いありが

とうございます。7/22 で 45歳になります。アラフィフの仲

間入りです。(3,000 円)」山口和久君：「似内年度で

100%出席のお祝い頂き有難うございます。(5,000 円)」

高橋照幸君：「社会福祉協議会会長に再選いただき

ました。今後 2 年間お世話になります。(5,000 円)」 

照井敬孝君：「今年度のクラブ運営に際し、会員の皆

様のご協力とご理解をお願いいたします。(10,000 円)」

高橋誠君：「妻の誕生祝いありがとうございます。

(3,000 円)佐々木繁樹君：「たよりない幹事ではあり

ますが、照井会長を必死でささえたいと思います。一年

間よろしくお願いします。(5,000 円)」鎌田定悦君：「だ

いわフルーツパーク気仙の記事が、6月 27日の岩手日

報朝刊トップに記載されました。その日は父の 13 回忌

の法事で、花を添えてくれました。(5,000 円)」 

澤田隆道君：「1、花巻職業訓練協会の 5月総会で

会長に就任しました。2、今年度、出席奨励委員長で

す。皆さんの協力お願いいたします。(10,000円)」 

富沢良一君：「花巻信用金庫の役員を 6月 25 日の

総代会終結をもって退任いたしました。今期は、顧問と

して花巻信用金庫でお世話になります。宜しくお願い致

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。照井会長様、これからもよろしくお願

いします。(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 
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 会長の時間 照井敬孝会長 
  本日より 1年間第 56代会長を務めます。どうぞ

 よろしくお願いします。 

  本年度の RI会長はシェカール・メータさんで、イン

 ドのカルカッタ・マハナガル RC 所属です。テーマは 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」になります。 

 

会長所信 

 昨年度はコロナの影響により事業、活動が思うようにできませ

んでした。今年度は、このような状況に合わせた新しい活動の

展開を模索していただく為に、前年度からの大きな人事の移動

は行っていませんのでよろしくお願い致します。 

 今年も昨年にひき続き、戦略立案会議を行っていきます。座

長は会長エレクトの菊池忠彦君にお願いし、テーマは「多様性」

と「会員基盤の向上」、「一歩前進」で行きたいと思います。 

 現在のコロナの状況下で、Web会議等が多くなってきている

ので環境の整備と、仕組みの理解が必要だと思います。 

 ロータリーの理念「奉仕」という変わらない軸と、変わりゆく社

会の中で、奉仕のスタイルを多様に変えて進めて行かなければ

なりませんが、今までの、人の交流を積極的に図ってきたロータ

リーの活動から、離れて行ってはいけないと思います。 

 私が感じるロータリーは奉仕という同じ目標を持ち、それぞれ

の会員が、生業を生かしながら会員相互の信用を深め、社会

からの信頼という評価を頂きながら、一生付き合っていく仲間

作りだと思います。今年度のクラブ運営に際し会員皆様のご協

力とご理解をお願いいたします。 

 

幹事挨拶 佐々木繁樹幹事 

 会長の運営方針のもと幹事の立場と役割を理解し、 

会長をサポートしながらクラブの円滑な運営に努力して 

いきたいと思っております。一年間皆さんのご協力を頂きまして

幹事らしくなったと言われるように頑張って行きますのでどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

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(健太郎)、伊藤千秋(智
仁) 
【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(正明)、川辺美代子(助
之) 
【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、 
大委員長、小委員長 

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 2634回例会 
2021/7/1 

７
月
度
慶
祝 

新入会員 

株式会社大久保建設 

代表取締役 

大久保憲一君 

100%例会出席 

山口和久君 

表彰伝達 ガバナー特別賞 

花巻南ロータリークラブ 

コロナ対策支援活動 

インターアクト校へマスクと消毒液 

会長バッチ引継ぎ 

似内裕司直前会長 

照井敬孝会長 


