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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 2636 回例会 令和 3 年 7 月 15 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 

・静岡県・神奈川県土砂災害関する 

義援金拠出についてのお願い 

〔2021-22年度ガバナー 鈴木俊一〕 

・2021-22年度上期普通寄付金のお願い 

〔（公財）ロータリー米山記念奨学会〕 

・新年度に当たり各クラブへの文書配信のお願い 

〔ロータリー文庫運営委員会 委員長 菅原 光志〕 

・2021-22年度クラブ活動計画書 

〔大和 RC〕  

 

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 2635 回例会会報 

２．出席 

  ●7 月 8 日(木) 33 名中 19 名出席 

   出席率 61.2% 前回修正 67.7% 

  メーキャップ 

7/1(木)新旧会長幹事会 

 似内裕司君・髙橋誠君・照井敬孝君・ 

 佐々木繁樹君 

7/4(日)伊藤智仁ガバナー並びにガバナー補佐慰労会 

  伊藤智仁君・菊池忠彦君・似内裕司君・ 

 藤本純一君・照井敬孝君・佐々木繫樹君・ 

 嶋利幸君・照井正樹君・渡辺正乃君 

7/4(日) 全国青少年交換委員長・ 

全国危機管理委員長合同会議 

 伊藤智仁君 

 

 ３．ニコニコ BOX 

♦ ポークのトマトカレーライス 

♦ スープ 

♦ サラダ、福神漬  

♦ デザート 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

7 月 8 日例会 

鎌田定悦君：「だいわフルーツパーク気仙もオープン

し、花巻のだいわブルーベリー園も今月の 10 日(土)に

オープン致します。是非お立ち寄り下さい。(5,000円)」 

富沢良一君：「会員の皆様のご協力により、令和 2

年度の決算が出来ました。誠にありがとうございます。

(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 
 所信表明の補足 

 前会長より引継事項が 5 項目ありましたので説明します。 

1 つ目、ホームページ内の入会案内がまだ未着手なので、どうい

う形が良いのか戦略立案会議において検討していきたい。ホー

ムページの管理をゆうソフトさん（今年いっぱい）から別会社

（茂庭さん）へ移行します。 

2 つ目、出席証明について。サインのみのメーキャップを週報に

記載して行く事になりました。（明記の仕方は広報と相談） 

3 つ目、大和ロータリーとの交流について。今年の秋もしくは年

明けに（コロナの終息状況を見ながら）再開したい。行き来が

出来ない場合は、ネットを繋いで、それぞれの会場から夜例会

もしくは昼例会を行いたいです。 

 4 つ目、インターアクト校との関わりについては活動計画が出

来てから会長、幹事、青少年委員長で、学校を訪問し、進路

ガイダンス等につい、担当の先生を交え、協議をしながら進めて

行きたいと思います。 

 5 つ目、花巻 3RC の会長幹事会に今年度ガバナー補佐の

佐々木史昭さん(花巻 RC)入って頂いて、３RC で抱える問題

の調整役をして頂きたいと思います。(会員拡大等) 

 季節の食材について 

 7 月はまず鰻です。今年の土用は 7 月 28日の 1回のみで

す。今の時期の鰻は、国産だとほとんどが養殖になります。中国

産の養殖鰻についてですが、昔は泥臭くて美味しくありませんで

したが、現在では衛生管理の行き届いた水槽で飼育しています

ので、国産ウナギと遜色ないものが食べられます。天然物の鰻

は 10月から 11月が 1番脂がのっていて美味しく食べられます。

後は、鰺で刺身、たたき、刺身を漬けにしてお茶漬けで食べると

美味しく頂けると思います。次に海鞘です。海鞘は非常に栄養

価が高くてリン、鉄、亜鉛、ミネラル、ビタミン B2などを豊富に

含んでいます。ビタミン B2は動脈硬化、心筋梗塞、生活習慣

病などにも非常に効果があります。体に非常に良いんですが、

毒素もありますので食べすぎには注意してください。 

 

  

 

 

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 

3(火) 
ガバナー公式訪問 

ホテル花城 
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 
佐々木史昭ガバナー補佐 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 2635回例会 
2021/7/8 

・静岡・神奈川豪雨災害義援金募集のお知らせ 
 佐々木繁樹幹事 
・昨年度決算報告 富沢良一会計 
 監査報告 八森辰雄君、鎌田定悦君 
・本年度予算案審議    いずれも承認されました！ 
クラブ協議会 会長エレクト・副会長・大委員長・小委員長挨拶 
会長エレクト 菊池忠彦君 
まずは戦略立案会議（イノベーション会議）を進めてまいります。次
に、会員増強に取り組んで行きますので協力お願い致します。 
副会長 嶋利幸君 
一年間副会長の職責を全うする様に頑張りますので、皆さんの協力
をお願い致します。 
青少年奉仕 宮澤一郎委員長 
青少年奉仕月間にはインターアクト校をお呼びして意見交換を行いた
いと思います。進路ガイダンスにつては学校側と協議しながら進めて行
きたいと思います。 
国際奉仕委員長 山口和久君 
外国人労働者に対して、ロータリーとしてどう対処出来るか考えていき
たいと思います。よろしくお願い致します。 
ロータリー情報委員長 高橋誠君 
例会をオンラインでつなぐことを実践し、オンライン出席の承認などに取
り組みます。よろしくお願いします。 
会員増強委員長 富沢良一君 
ロータリークラブに入ることのメリットを十分に伝えながら会員増強に努
めてまいります。皆様にも情報提供をお願いします。 
プログラム委員長 藤本純一君 
皆さんの卓話の当番にはぜひゲストをお願いしたいと思います。今年
度もよろしくお願いします。 
ニコニコ BOX委員長 千葉功君 
本年度の目標額は 80 万ですので皆さん良いことが有った時には
BOX お願い致します。 
地域発展・人間尊重委員長 藤本莞爾君 
ロータリーの精神「奉仕の理想」に向かって皆さんと頑張って行きたいと
思います。どうぞよろしくお願いします。 
青少年奉仕委員長 高橋照幸君 
宮澤大委員長と共に学びながら頑張ってまいりますのでよろしくお願
い致します。 
ロータリー財団委員長 金澤俊司君 
財団の趣旨は貧困を無くすための平和維持となっておりますので皆様
の協力を頂きながら頑張りますのでよろしくお願いします。 
米山奨学会委員長 岩舘正明君 
皆さんで米山に寄付をして花巻南 RCは米山に力を入れているとアピ
ールできるようにお願いします。 
友好クラブ委員長 鎌田定悦君 
大和 RC と Web例会をします。その他に来春、コロナが終息した折に
は厚木基地に行ってゴルフをしたいと思いますので皆様よろしくお願い
致します。 

 

 

 


