
                                     
 

        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 2645回例会 令和 3 年 10 月 14 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 

・国際ロータリー第 2520地区内インターアクトクラブ  

年次大会代替事業における「参加記念品」について 

〔国際ロータリー第 2520地区ガバナー 鈴木 俊一〕 

・令和 3 年度花農祭の開催について（お知らせ） 

〔岩手県立花巻農業高等学校 校長 小船光浩〕 

 

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 2644 回例会会報 

  ●会長の時間資料 

２．出席 

  ●10 月 7 日(木) 33 名中 17 名出席 

   出席率 58.6% 前回修正 68.9% 

   メーキャップ 

 10/1(金) 第２分区花北地区ガバナー補佐杯 

 ゴルフコンペ 

  照井敬孝君・佐々木繁樹君・照井正樹君・ 

  澤田隆道君・栗原祐二君・金澤俊司君 

 10/3(日) ロータリー米山記念奨学会研修会 

  照井敬孝君 

３．ニコニコ BOX 

♦ 旬菜 3 点盛り 

♦ 秋茄子と鮎並みのオランダ煮 

♦ 茶碗蒸し 

♦ 天婦羅盛り 

♦ 握り寿司 

♦ 芋の子汁 
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鎌田定悦君：「妻の誕生日プレゼントありがとうござ

います。(3,000 円)」 

澤田隆道君：「結婚祝いありがとうございます。

(3,000 円)」 

佐賀忠臣様：「本日は宜しく御願いします。来年、花

巻北 RCの 50周年です。ぜひ参加おねがいします。

(1,000円)」 

佐藤克也様：「花巻南 RCの皆様、ようこそ風の季

へ。(1,000 円)」 

橋川秀治様：「風の季での初定例例会おめでとうご

ざいます。照井会長に直々のお電話を頂き、会場視

察を兼ねてメーキャップに来ました。今後とも宜しくお願

い申し上げます。(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］風の季／花巻市湯口松原 36-3 TEL 0198-38-1125 FAX 38-2336  

 会長の時間 照井敬孝会長 

 
・今回から風の季さんでの例会となります。 
・先月 30日に私と佐々木幹事と事務局の高橋洋子さんと
3人でホテル花城からこちらに引っ越しをしてまいりました。最
後は 5名ほどで見送りもして頂きました。風の季さんでも佐
藤社長を始め、スタッフの方々に手伝っていただき準備する
事が出来ました。佐藤社長に於かれましては仮の会場で、別
の会場に移るかもしれないことも承知してもらったうえで、快く
会場を提供していただき感謝申し上げます。 
・本日の昼食ですが、花巻市温泉宿泊施設等利用促進事
業の応援を活用させていただき、一人 2,500円で発注して
おります。花巻市からの補助金 1,000円、ロータリーより
1,500円となっております。本日受けました恩恵は、ロータリー
の理念であります奉仕という形で地域社会に還元して行こう
と言う事で役員会においても了承を得ています。そういう気
持ちで食事をとって頂ければと思います。 
・10月は米山月間です。本来であれば本日はモンゴルからの
米山奨学生ガラー・ゲレルトゥトゥルガさんのスピーチの予定で
したが欠席となりましたので、本日は資料を用意しましたの
で、米山奨学生 金 紅蘭さんの記事を紹介いたします。
この記事を紹介した意図は、本年度 RI会長シェカール・メー
タさんの考えに通じるなと思い取り上げました。 
 

  

 

 

10月 11 月 12月 

経済と地域社会発展・米山月間 ロータリー財団月間 疫病予防と治療月間 

【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 

【会員誕生】 
川辺助之、照井敬孝、山口和久 
嶋 利幸、奥山 隆 
【夫人誕生】 
小田島牧子(順造)、山口淑子(和
久)、奥山寿子(隆)、照井眞理子
(敬孝) 
【結婚記念】ありません 

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 

2 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

佐藤寧君 

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 
9 

クラブ協議会｢次年度役員選出｣ 
菊池忠彦君 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
伊藤智仁君 

21 
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

㈱小友木材店 小友康広様 
担当：嶋 利幸君 

18 
会員卓話･ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

高橋 誠君 
16 

クリスマス家族会 
会場は未定 

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 

23 休会 

第 2644回例会 
 2021/10/7 

米山奨学会委員長 岩舘正明君 
 
 風の季に初めて参ったのですけども、 
すごく立派でびっくりしました。広いし、料理は 
素晴らしいし、申し分ありません。 
これからもお世話になります。 
 今年度は、モンゴルからの奨学生を花巻北 RC さんが
お世話していると聞いております。ご苦労様です。花巻南
RC でも、2年に１回くらい米山奨学生を招いて、世話ク
ラブという形で、お世話をしたりしています。来年は花巻
RC さんかもしれませんが、その都度みんなでお世話してあ
げれば良いのじゃないかなと思っております。これからも米
山記念奨学会をよろしくお願い致します。 
 

 

ゲスト挨拶 
花巻ロータリークラブ 橋川秀治会長 
花巻 RCは空港の方で例会をやっておりますが、 
こちらの会場を拝見しますと、空港でやるより良いと 
思います。ぜひ、次の例会では風の季さんをアピールしてみ
ようと思っております。いずれ、花巻南 RC さんとは同じ会
場を利用する方向で動こうという意思は持っておりますの
で今後とも宜しくお願い致します。 
花巻北ロータリークラブ 佐賀忠臣幹事 
本日はガラー・ゲレルトゥトゥルガさんが来て、 
お話をさせていただくところでしたが急遽欠席に 
なりましたので、代わりに参りました。次回お邪魔 
したときには現在取り組んでいる研究の話も出ると思いま
すので聞いてあげてください。来年、当クラブの 50周年の
式典がございますのでたくさんのご参加をお待ちしておりま
すので、よろしく願いたします。 
花巻北ロータリークラブ 佐藤克也様 
花巻南 RC 様に例会場として使っていただく 
ことは、従業員の刺激にもなりますし大いに歓迎 
いたします。照井会長からお話を頂いたときに、 
グランシェールさんから良い条件を引き出すまで取り敢え
ず、使わせてもらえないかと話しを頂き、業者会などの縁
もあり、結構ですよと話をさせていただきました。 
 
 


