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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 2640 回例会 令和 3 年 9 月 2 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 

・ガバナー公式訪問の御礼 

〔2021-22 年度ガバナー 鈴木 俊一〕 

・令和 3 年度市民憲章運動実践活動表彰に係る被表彰

候補者の推薦について（お願い） 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田 望〕 

・ハイライトよねやま Vol.257 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 

・熱海豪雨災害支援金の御礼 

〔国際ロータリー第 2620 地区 ガバナー 小林聰一郎〕 

・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・清掃延期について 

〔ガバナー事務所〕 

・米山梅吉記念館「館報」2021 秋号 Vol.38 

〔公益財団法人 米山梅吉記念館〕 

・米山記念奨学会 研修旅行の中止について 

 〔米山記念奨学会委員会委員長 白鳥 淳〕 

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 2639 回例会会報 

２．出席 

  ●8 月 19 日(木) 33 名中 19 名出席 

   出席率 63.3% 前回修正 73.3% 

   メーキャップ 

 8/6(金)インターアクト校にご挨拶 

（花巻農業・花巻東） 

 照井敬孝君・宮澤一郎君 

 8/7(土)地区ロータリー財団セミナー 

補助金管理セミナーオンラインミーティング 

  照井敬孝君 

 ３．ニコニコ BOX 

和 食 弁 当 

♦ 海老フライ、白身魚フライ 

♦ 鮪角煮、玉子焼き 

♦ シュウマイ 

♦ 枝豆豆腐など 

 

WEEKLY BULLETIN 
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RI Dist.2520 Japan 

8 月 19日例会 

照井敬孝君：「ガバナー公式訪問、3 クラブ合同例

会が無事に終了しました。会員の皆様とホテル花城の

スタッフの皆様に感謝いたします。(5,000 円)」 

伊藤智仁君：「御花ありがとうございます。喜ぶと思

います。(3,000 円)」 

宮澤一郎君：「早退します。(1,000円)」 

富沢良一君：「コロナ禍ではありますが、会員増強の

ため皆様のご協力をお願い致します。ボックスします。

(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 

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 

 
 ・瀬川忠吉名誉会員がお亡くなりになり、 

ご冥福を申し上げます。 

 ・ガバナー公式訪問ではたくさんの参加ありが 

とうございました。当番クラブという事で、会場の 

段取りその他、佐々木幹事と苦労しましたが、 

無事終える事が出来ました。協力して頂き有難うございました。 

 ・6日には宮澤一郎委員長とインターアクト校 2 校を訪問し、活

動計画や、ロータリー奉仕デーなどを説明して来ました。 

 ・今月はロータリー会員増強月間です。今年度、私の活動計画

の中でも重要課題としております。My Rotary を検索した所、会

員増強はロータリー活動の最優先事項の 1 つでした。会員増強に

関連する資料としてクラブが成長する為の項目を以下に述べます。 

・クラブの現状の評価：クラブ会員それぞれが思い描いているクラブ

の在り方を集約し、温度差を無くして行くような運営に心がける。 

・現会員の参加を促す：そのためにクラブの現在の在り方、または

魅力に欠けているのではないかと言う所を話し合ってみてはどうか。 

・入会候補者と繋がる：これはゲスト卓話をお願いすると言うよう

な形で広げて行ければ良いのかなと思っています。 

・新入会員が溶け込みやすい環境を作る：私も入会当初は故萩

野さんにご指導いただいて、ロータリーとはそういう物ではないという

お叱りを受けた事も有りましたが、いまだにはっきりした形はつかめて

いません。現状を踏まえて、どういう形がロータリークラブにあっている

のかという事も今後戦略会議などを通じながら話し合っていこうと

思っています。 

・活気のあるクラブを作る：こちらに関しては、同じ奉仕という目標

をもって、会員あるいは委員会がスキルの向上を目指していかない

と、なかなか達成できないのかなと思います。これも戦略会議に当

てはめて協議していけば、前に進めるような気がします。 

 戦略会議もこのような状況ですぐ開催できる訳ではないと思いま

すが、現状を見ながら進めて行きたいと思います。例会につきまして

も、10 月からの会場を探すのが最重要課題となっております。 

 

  

 

 

9月 10月 11 月 

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 ロータリー財団月間 

【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 
大久保憲一 

【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 

【会員誕生】 
栗原祐二、藤本純一 
【夫人誕生】 
似内優子（裕司） 
【結婚記念】 
八森辰雄、高橋照幸、照井敬孝、
照井正樹、菊池忠彦、小田島修司 

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 
4 

ロータリー財団委員長 
金澤俊司君 

9 
ニコニコ BOX 委員長 

千葉 功君 
14 

社会奉仕大委員長 
八森辰雄君 

11 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

栗原祐二君 

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 
18 

会員卓話･ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
高橋 誠君 

23 
ホテル花城感謝例会 

18:30~ 28 
クラブ奉仕大委員長 

菊池忠彦君 
25 

国際奉仕大委員長 
山口和久君 

30 休会 

第 2639回例会 
 2021/8/3  

会員増強委員長 富沢良一君   

 

・今年度の会員増強目標は 2名です 

・女性の入会にも力を入れて行きたい 

と思います。 

・今年度の増強策として、メンバー皆さんに 

一人ずつ候補者を推薦してもらい会長、増強委員長、

推薦人でアプローチする。 

・昨年度までで名前が出ている方々にもアプローチする。 

・花巻北 RC は家族会員制度が有るので検討してみては

どうか。 

・卓話の時間にスピーチをお願いし、例会に参加してもら

う。雰囲気を知ってもらったうえでお誘いする。 

・お誘いする方々にロータリーの魅力をしっかり伝える。 

・新入会員に対しては、楽しい会である、メリットのある会

であると言う事を丁寧に教える努力をする。 

訃報 

瀬川忠吉名誉会員がご逝去されました 

1969年 2月に入会し、1991年会長を務められ

当クラブに対する多大な貢献に敬意を表し、 

8月 19日の例会において黙祷を捧げ、 

ご冥福をお祈りしました。 
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