
                                     
 

        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 2646 回例会 令和 3 年 10 月 21 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 

・メジャードナー顕彰午餐会について 

〔ガバナー事務所〕 

・ハイライトよねやま Vol.259 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 

・次年度地区組織役員・委員の就任依頼及び委嘱状 

  〔国際ロータリー第 2520 地区 

ガバナーエレクト 天沼 久純〕 

・2020-21年度年次報告書 送付のご案内 

  〔国際ロータリー第 2520 地区 2020-21 年度 

 ガバナー 伊藤智仁〕 

・盛岡いのちの電話会報 

〔社会福祉法人 盛岡いのちの電話〕 

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 2645 回例会会報 

 ２．出席 

  ●10 月 14 日(木) 33 名中 19 名出席 

   出席率 61.2% 前回修正 67.7% 

   メーキャップ 

 なし 

３．ニコニコ BOX 

♦ オードブル 

 貝柱のカルパッチョ、ムール貝酒蒸し 

♦ ローストビーフ、ポテトグラタン、グリル野菜 

♦ 彩りサラダ シーザードレッシング 

♦ 秋鮭クリーム茸煮 

♦ バケット、バター、コーンスープ 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

10 月 14日例会 

大久保憲一君：「誕生日のお祝いありがとうございま

す。(3,000 円)」 

栗原祐二君：「妻の誕生日祝ありがとうございます。

(3,000 円)」 

高橋照幸君：「赤い羽根共同募金 20,000 円皆様

から頂戴いたしました。ご協力いただきありがとうござい

ました。(3,000 円)」 

八森辰雄君：「内容の無い卓話申し訳ございません

(3、000 円)」 

渡辺正乃君：「結婚記念日のケーキ美味しくいただき

ました。ありがとうございました。(3,000 円)」 

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： 

「10/1 第 2分区花北地区ガバナー補佐杯 

ゴルフコンペ準優勝でした。ニコニコ BOX します。 

(3,000×6名 18,000 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 

 
・今月の初めに、ようやく今年度のホームページ 
が完成しましたので、皆さんに見ていただきたいです。 
・インターアクト校の、花巻農業高校の生徒たちが、地場産
品で作ったソーセージが高い評価を受け、全国大会に行くこと
になりました。毎年インターアクト校には補助金を出しておりま
すが、今回はこのタイミングに合わせて出そうと思います。 
・米山の研修会の報告です。内容は奨学生の紹介と事業の
説明でした。2021年度の奨学生は岩手県 3名、宮城県
12名で合わせて 15名でした。米山奨学会委員長の役割で
すが、奨学事業の理解と促進について、寄付の増進、留学
生学友との交流の促進、例会への参加、行事への参加もお
願いしたい。奨学生とロータリアンの交流を促進させることを
考えてくださいと言う事でした。世話クラブで心掛けてほしい
事は例会訪問時に必ず出席させるようにカウンセラーの方々
よろしくお願いします。月 1回の例会だけではなくて、クラブの
行事へ積極的に参加させてください。それから元米山奨学
生とも頻繁に連絡を取り合ってください。その情報を会員らに
お知らせくださいと言う事でした。帰国したら連絡もよこさない
奨学生も多く、苦情もあります。誕生日祝いも会員と同様に
行ってください。活動計画書の欄に、特別枠で米山奨学生
も載せて下さい。彼クラブでは近隣の例会や行事に招待して
下さいとの事ですが、先週当クラブではその予定でしたが、本
人の体調不良により欠席となりました。そのうち機会を見て
再度招待したいと思います。米山奨学金の寄付状況です
が、当クラブの寄付累計額は岩手県で 5番目になっていま
す。個人の平均寄付額は、埼玉県のクラブで、6967円が最
高額です。当クラブは 6000円で実質 2番目です。後はとに
かく寄付をお願いしたいと言う事でした。 
 
 

  

 

 

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 

「花巻おもちゃ美術館について」 
担当：嶋 利幸君 

18 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
花巻市役所地域振興部定住推進課 

主査 真田 正斗様 
担当：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 2645回例会 
 2021/10/14 

社会奉仕大委員長 八森辰雄君 
 
 奉仕という言葉について、どういう 
意味合いがあるのか考えてみたいと思います。 
今年のテーマにも「SERVE」という言葉で奉仕と 
記されておりますけど、尽くす、用を足す、満足させる、物
事を満たす、役だつ、勤務する、間に合わせるなどの言葉
が出てきます。今度は、「奉仕」を辞書で引いてみますと、
国家や社会や目上の人に対して、私心を捨てて力を尽く
す、奉公する、客の事を考えて物事を売ると言うような意
味になっています。英語と日本語ではだいぶニュアンスが
違いますが、人の為にやると言う事は通じるものがあると
思います。満たす、最後までやり通すと言う意味合いも
持っている言葉だと思います。社会奉仕の基準というの
はそれぞれの職業において、労働して報酬を得て社会に
存在する。もしくは生活して行く事だと思います。 
 ロータリーの目的は先輩方にもよく教えてもらいました
が、我々はこの活動を通して知り合いを広め、奉仕の機
会に繋げて行く。又高い倫理基準を保ち、それぞれの職
業の元、社会に貢献する。又我々のネットワークで実行し
て行く事だと思います。四つのテストの唱和の前に言行は
これに照らしてからとありますが、発言や行動、ふるまいは
言行をわきまえることが、その人の人格や、品質を高める
ことだと思います。私もちょっとでたらめな人間で、立派な
ことは言えませんが、言行一致になれるように、心掛けた
いと思います。 
 

十
月
慶
祝 


