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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 2638 回例会 令和 3 年 8 月 3 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 

・夏季休業のお知らせ 

〔国際ロータリー第 2520地区 代表幹事 星 毅〕 

・地球環境保全プロジェクト「ロータリー奉仕デー」 

千年希望の丘除草・清掃のご案内 

〔2021-22年度ガバナー 鈴木俊一〕 

・社会福祉法人 盛岡いのちの電話ボランティア募集 

〔社会福祉法人 盛岡いのちの電話〕 

・暴力団追放広報紙「暴追いわて」の送付について 

〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 

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 2636 回例会会報 

２．出席 

  ●7 月 15 日(木) 33 名中 17 名出席 

   出席率 62.9% 前回修正 70.3% 

  ●7 月 29 日(木) 33 名中 18 名出席 

   出席率 60.0% 前回修正 63.3% 

  メーキャップ 

7/14(水)花巻３RC 会長幹事会 

 照井敬孝君・佐々木繁樹君 

 ３．ニコニコ BOX 

 

データなし 
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7月 15 日例会 
八森辰雄君：「申し訳ございません。所用のため早退します。
(1,000 円)」照井敬孝君：「本日は、佐々木ガバナー補佐訪問
を心より感謝いたします。今年度、一年間よろしく指導お願いし
ます。(5,000 円)」佐々木繁樹君：「佐々木ガバナー補佐様よ
うこそ花巻南ロータリークラブへ。一年間よろしくお願いいたしま
す。(3,000 円)」伊藤智仁君：「佐々木ガバナー補佐様、クラブ
訪問有難うございます。鈴木俊一ガバナーと共にコロナ開けの活
躍される事、期待しております。(5,000 円)」 
佐々木史昭ガバナー補佐：「2020-21 年は伊藤智仁ガバナ
ー、菊池忠彦代表幹事はじめ、花巻南ロータリークラブの皆様に
大変お世話になりました。2520地区をせんえつですが代表し
て、心より御礼申し上げます。そして、2021-22 年度照井敬孝
丸の順風満帆なる船出を心よりお慶び申し上げます。(3,000
円)」 
7月 29 日例会 
伊藤千秋様：「ガバナー年度で関係したすべての皆様方、クラ
ブの皆様方へ感謝して。(3,000 円)」富沢良一君：「伊藤智
仁ガバナー様、1 年間お疲れ様でした。慰労会に参加できず、
大変申し訳ございません。ボックスします。(5,000 円)」 
照井敬孝君：「伊藤智仁パストガバナー、これからご指導をよろ
しくお願いします。そして、1 年間ご苦労様でした。(5,000 円)」
岩舘正明君：「伊藤智仁さん、奥様、2020-21 年度大変お
疲れ様でした。大変なご苦労ががあったと思いますが、最後まで
よく務められました。又、スタッフの皆様のご努力に敬意を表し
たいと思います。(10,000 円)」澤田隆道君：「伊藤智仁ガバナ
ー、一年間ご苦労様でした。(3,000 円)」 
菊池忠彦君：「約 2 年にわたり、伊藤ガバナー年度をご支援
頂きありがとうございました。スタッフの皆様ありがとうございまし
た。」(5,000 円)」花巻 RC 阿部一郎様：「伊藤智仁君、昨年
度ガバナーご苦労様でした。コロナ禍の中、やりたい事の何分の
一かしか出来なかったかもしれませんが、リーダーシップのとれた
地区運営をして頂いたと思います。今後、パストガバナーとしての
活躍を祈念します。(5,000 円)」佐々木繁樹君：「伊藤ガバナ
ー、菊池代表幹事、1 年間ご苦労様でした。スタッフとして少し
関われたことをうれしく思います。(3,000 円)」 
花巻 RC 藤田勝敏様：「本日はご案内頂きありがとうございま
した。伊藤ガバナー、菊池代表幹事、そしてバックアップした花
巻南 RC の皆様、大変ご苦労様でした。皆様の益々のご活躍
をご祈念申し上げます。(3,000 円)」似内裕司君：「伊藤ガバ
ナー並びに菊池代表幹事を始め、スタッフの方々は一年間お
疲れ様でした。(3,000 円)」高橋誠君：「伊藤ガバナー、菊池
代表幹事、1 年間お疲れ様でした。(3,000 円)」 
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 会長の時間 照井敬孝会長 
 ・本日は佐々木史昭ガバナー補佐に訪問いただ 

来ました。クラブ協議会の内容も踏まえながら講評 

頂きたいと思います。 

 ・花巻南クラブは素晴らしい会員の人達が集まって 

おります。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を会員増強のテーマにしていきたいと思います。 

 

  

 

 

8 月 9 月 10 月 

会員増強月間 基本的教育と識字率向上月間 経済と地域社会発展・米山月間 

【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 

【会員誕生】 
高橋溥芳、植村和雄、大久保憲一 
【夫人誕生】 
栗原純子(祐二)、鎌田眞知子(定
悦) 
【結婚記念】 
澤田隆道、渡辺正乃 

3(火) 
3RC 合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

ホテル花城 
2 

出席奨励委員長 
澤田隆道君 

7 
米山奨学会委員長 

岩舘正明君 

12 休会 9 
会報・雑誌・広報委員長 

渡辺正乃君 
14 

社会奉仕大委員長 
八森辰雄君 

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 
21 

会員卓話･ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
嶋 利幸君 

26 
ニコニコ BOX 委員長 

千葉 功君 

23 休会 

28 
クラブ奉仕大委員長 

菊池忠彦君 30 
職業分類･会員選考委員長 

川辺助之君 

第 2636回例会 ガバナー補佐訪問 
佐々木史昭ガバナー補佐 2021/7/15 

第 2637 回例会  
伊藤ガバナー慰労会 
2021/7/29 

 

ガバナー補佐講評 
 
花巻南クラブの事業内容の評価と 

2021-22 年度国際ロータリーのテーマ 

の説明、第 2520地区の活動指針、 

第 2分区花巻、北上 6 クラブの 

それぞれの特色を話して頂きました。 

 

 

 

       クラブ協議会の様子 

8 月 1 日 第 28 回豊沢川クリーン作戦 


