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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 2642回例会 令和 3 年 9月 16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 

・令和 3 年度赤い羽根共同募金運動における 

職場内募金のご協力について（お願い） 

〔岩手県共同募金会花巻市共同募金委員会 

 会長 髙橋照幸〕 

・世界ポリオデーに向けて 

〔国際ロータリー第 2520地区 ガバナー 鈴木俊一〕 

・『ロータリー奉仕デー』無期延期のご案内 

〔国際ロータリー第 2520地区 ガバナー 鈴木俊一〕 

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 2641 回例会会報 

  ●会長の時間資料 

２．出席 

  ●9 月 9 日(木) 33 名中 16 名出席 

   出席率 57.1% 前回修正 78.5% 

   メーキャップ 

 9/8（水）花巻空港へ会場打合せ 

 照井敬孝君 

  

 ３．ニコニコ BOX 

持ち帰り弁当 

♦ 若鶏ゴマ香り揚げチキン南蛮 

♦ 牛蒡唐揚 

♦ サーモン塩だれ焼き 

♦ そら豆挟み揚げ、錦秋もずく和え 

♦ 枝豆茶巾 小茄子挟み 蟹餡かけ 

♦ ご飯 お新香 南瓜タルト 

 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

9 月 9日例会 

金澤俊司君：「本日は、ニコニコボックス委員長のプ

ログラムですので BOX します。(3,000 円)」 

大久保憲一君：「結婚 20年となりました。記念の

品ありがとうございます。(3,000 円)」 
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 会長の時間 照井敬孝会長 

 
 時短での例会 2 回目となります。前回例会で 

大久保憲一君の結婚記念日の紹介が抜けておりました。お詫び

申し上げるとともに改めてご紹介いたします。 

 例会会場の件ですが、昨日花巻 RC 会長の橋川さんと花巻空

港の会議室を視察して来ました。機能としては問題ないと思います

が、移動が大変かなと思いましたので、引き続きグランシエールさん

や風の季さんも考えております。いずれにせよ、出来るだけ花巻 RC

さんと同じ会場を使いたいので、一緒に交渉を進めて行きたいと思

っています。 

 本日は中国の RC の事を話します。中国には RC が無いのかと

思っておりましたが、2 クラブ有りました。北京 RC と上海 RC です。

1919年に上海 RC が創立されました。1945 年の終戦後に中国の

RC はいったん解散しました。2005 年 11 月の RI理事会において、

中国に対する RC の門戸を開き、現在、北京と上海に RC が存在

します。2005 年当時の上海 RC には、当時の会長の話によります

と、70 数名のメンバーのうち、中国人は一人もいなくて、外国の駐

在員ばかりであったそうです。会長自身も香港の人だったそうです。

1919年頃、ロータリーのエンブレムはまだ統一されておりませんでし

た。当時の上海 RC のエンブレムは中国の寺院が印刷され、「上

海」と英語で書かれておりました。さらに、ロータリーの原則の日本で

は「超我の奉仕」という言葉ですが、中国語では「大公無私」という

言葉になっており、「個人的な意見を挟むことなく、公平な立場を

貫く事」という意味で、中国らしいなと思いました。  

 1918 年から 1920 年にかけて流行したスペインかぜが流行した

折には、カリフォルニア州のクラブでは屋外で例会をしたり、イリノイ

州のクラブでは赤十字社のソーシャルワーカーが国内を移動するため

に使用する車両の購入を支援した。当時のスペインかぜでは世界

全体で 6 億人が感染し、2000 万~4000 万人の死者が出まし

た。日本においては 2300 万人が感染し、38 万人が死亡しまし

た。1918 年は大正 7 年で、11 月の第 1次世界大戦終局に感染

が拡大し、マスクがはやったそうです。 

 

  

 

 

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 

大久保憲一君 

【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 

夜例会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 2641回例会 
 2021/9/9 

ニコニコボックス委員長 千葉 功君 

 
 スペインかぜというのは第 1 次世界大戦 

の終わりころ、全世界で 5 億人位が 

亡くなったのではないかと予測されております。 

本日の会長の資料には終戦と同時期に 

スペインかぜが流行したとありますが、当時は 

銃弾で倒れる兵士よりもスペインかぜで倒れる兵士の方が

多くて、戦争にならなくなったので、第 1 次世界大戦が終結

したようです。その後、電子顕微鏡が発明されまして、これは

ウイルスによる感染だと言う事が分かりました。そのウイルス

が見つかったことにより、現在のインフルエンザのような予防

対策が出来るようになりました。今回の新型コロナウイルス

も、アメリカでは相当な予算をつぎ込んで、モデルナ、ファイザ

ー、ジョンソンエンドジョンソンなどにワクチンを作らせました。

一方、中国やロシアでもワクチンは開発されましたが、ワクチ

ンの製造方法が違うため、アメリカ製のワクチンに比べると効

き目が劣るようです。 

 ニコニコボックスは今まで 100万円の目標を立ててやって

きましたけども、コロナの影響も有りまして、事業が少なくな

り、お酒を飲む回も少なくなり（夜例会はボックスも多くな

る）、会員数も減少している事を踏まえ、今年の目標額は

80万円です。ただ、繰越金が 35万位ありますので目標額

を合わせますと、115万円強の予算になります。ニコニコボッ

クスはご存じの通り、色々な事業や奉仕活動、あるいは負

担金に使われております。その中でも割合が大きいのは米山

奨学会に収める 21万、それから青少年奉仕委員会がイン

ターアクト校や、少年少女オーケストラのようなものに使える

額が 18 万あります。後は色々ありますが、割愛いたします。 

 ニコニコボックスの根拠は定款細則の第 12 条 2節にクラ

ブ資金はクラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金と規定

されておりまして、一般と特別会計に分けられると謳われて
おります。繰越金は当クラブでは特別会計としてニコニコ
ボックスとして使っておりますので、貴重な財源となってお
ります。どうぞ皆様、良い事ばかりでなくて面白くない事で
も、ニコニコボックスすればすきっとするかもしれませんので
そのへんのところもよろしくお願いをして、ぜひ目標額を達
成したいなと思います。 

 


