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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 2639 回例会 令和 3 年 8 月 19 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 

・第 8回花巻市社会福祉大会の後援について(お願い) 

・開催要綱 

〔社会福祉法人花巻市社会福祉協議会  

会長 髙橋 照幸〕 

・花巻商工会議所第 24回会員親睦ゴルフ大会 

〔花巻商工会議所〕 

・「令和３年度第１８回北上地区中学校 

英語弁論大会」開催について 

〔北上西ロータリークラブ 会長 菅原 忠勝〕 

・2021 年 8 月のロータリーレート １ドル＝110円 

〔ガバナー事務所〕 

・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） 

〔一般社団法人ロータリーの友事務所 代表理事 鈴木 宏〕 

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 2638 回例会会報 

２．出席 

  ●8 月 3 日(火) 33 名中 19 名出席 

   出席率 67.8% 前回修正 71.4% 

   メーキャップ 

 8/1 (日)第 28 回豊沢川クリーン作戦 

 照井敬孝君・佐々木繁樹君・八森辰雄君 

 伊藤智仁君・照井正樹君・渡辺正乃君 

 大久保憲一君 

 

 ３．ニコニコ BOX 

♦ 味噌カツ野菜添え 

♦ 小鉢（海鮮山かけ） 

♦ 茶碗蒸し 

♦ ご飯、味噌汁、新香 

♦ メロン、ゼリー 
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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 

 
 ・本日は RI2520 地区 鈴木俊一ガバナー  

をお迎えしての花巻３ロータリークラブの 

公式訪問です。多数ご参加いただいた 

ロータリアンの皆様、有難うございます。 

 ・先ほど別会場で佐々木史昭ガバナー補佐の 

進行で３クラブ合同会長幹事が開かれました。 

各クラブの年間活動方針、活動状況、特長、 

問題点など話し合いました。それぞれのクラブの柱となる奉仕活動

は花巻クラブがぬくまる食堂、フードパンドリーの運営、花巻北クラブ

が 2日間開催される少年野球大会。当クラブはインターアクト校 2

校への出前講座。進路ガイダンス。金星少年少女オーケストラへの

支援活動。いずれも青少年奉仕に力を入れております。今後も 3

クラブ協力しながら、クラブ運営に多様性を求め、模索しながら前

進できるように努めて行きたいと考えております。 

 

  

 

 

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 調整中 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 2638回例会 
花巻３RC合同 ガバナー公式訪問 

 2021/8/3 火曜日 ホテル花城 

ガバナー講評 RI2520地区  
鈴木俊一 ガバナー 
 インターアクトについては高校生の活動、 

集合研修等はネットを駆使しての方法を 

地区の青少年委員会では考えております。 

 ロータリー財団委員会の研修会は 8/7、 

13 時から Zoom で行います。財団への申請方法等、とても

重要な内容ですので関係者の方は必ず出席お願いします。       

 RLI 研修は 9 月初旬に Zoom で行います。各クラブの

将来リーダーを担っていただける会員にはぜひ受講してほしい

セッション、セミナーですのでクラブ役員からも積極的に登録

のお声がけをお願いいたします。 

 長期、短期の留学生については、今年度も選考は中止

いたします。次年度からの選考、次次年度からの派遣を再

開する予定です。 

 地区大会については来年の 4 月 16、17 日を予定してお

ります。ワクチン接種が普及して、効果を発揮してくれるはず

です。地区内のメンバーで従来型の大会を考えております。 

 RI シェカール・メータ会長の 2021-22 年度のテーマは奉仕

しようみんなの人生を豊かにするために。SERVE TO 

CHANGE LIVES です。以前、LYLA の研修を担当しました

が、国籍に関係なく議論しているのを見ると、若いエネルギー

には人種や国境の垣根は有りません。その機会を提供する

のが、我々ロータリアンの務めと感じました。RI メータ会長か

ら見ましたら、まさに青少年の人生を豊かにするのは我々で

す。その青少年が平和を築くと強く感じております。 

 

        


