
                                     
 

        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 2649 回例会 令和 3 年 11 月 11 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 

・明るいイーハトーブの実現をめざして 

～令和 3 年度花巻市市民憲章運動推進大会～ 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望〕 

・第 50 回ロータリー研究会記念講演会 

 オンライン視聴のご案内 

〔ガバナー事務所〕 

・天沼久純ガバナーエレクト国際協議会 

ご出席壮行会のご案内 

 〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 

 鈴木 俊一〕 

・ロータリー財団月間 リソースのご案内 

〔国際ロータリー日本事務局 業務推進・IT 室〕 

・11 月のロータリーレート  1 ドル 114 円 

〔ガバナー事務所〕 

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 2648 回例会会報 

 ２．出席 

  ●11 月 4 日(木) 33 名中 16 名出席 

   出席率 53.3% 前回修正 73.3% 

   メーキャップ 

10/28(木) ファイヤーサイドミーティング及び 

イノベーション会議 

照井敬孝君・佐々木繁樹君・菊池忠彦君 

渡辺正乃君・伊藤智仁君・藤本純一君 

鎌田定悦君・宮澤一郎君・似内裕司君 

照井正樹君・千葉功君・髙橋誠君 

３．ニコニコ BOX 

♦ 海鮮ちらし 

♦ 茸の温蕎麦 

♦ 小鉢、だし巻き玉子 

♦ 甘未 

 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

11 月 4日例会 

花巻北 RC 佐藤克也様：「今月の例会も風の季をご利用あ

りがとうございます。(1,000 円)」 

菊池忠彦君：「結婚祝いありがとうございます。これまでとは

違うケーキ楽しみです。(3,000 円)」 

藤本純一君：「誕生日です。11 月 24 日です。(3,000 円)」 

八森辰雄君：「結婚 40 年になります。お祝有難うございま

す。(3,000 円)」「所用で早退します。(1,000 円)」 

照井正樹君：「結婚記念日のお祝ありがとうございます。

(3,000 円)」 

似内裕司君：「妻の誕生日のお祝ありがとうございます。

(3,000 円)」 

山口和久君：「早退します。(1,000 円)」 

高橋照幸君：「43 回目の結婚記念日です。お祝ありがとう

ございます(3,000 円)」 

栗原祐二君：「私の誕生祝ありがとうございます。66 才にな

りました。(3,000 円)」「本日 11 月 4 日は孫、一佳（いち

か）の誕生日です。追加ボックスします。(3,000 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 菊池忠彦会長エレクト 
・本日は会長が欠席の為、私が代行を務め 
ます。よろしくお願いします。昨日、秋の褒章 
の発表が有りまして、当クラブ会員の藤本莞爾 
さんと、会員企業の渡辺板金の会長さんが受章されました。 
おめでとうございます。 
・先週行われましたイノベーション会議の内容についてお話しし
ます。昨年に引き続き 2年目になります。今年度は青少年
奉仕活動について議論する事になりました。高校生ガイダンス
については相手側の意向に沿った形にしようと言う意見が出
ました。米山奨学生は岩手大学生が多いが、富士大生にも
アピールしてはどうかなど色々な意見が出ましたので、引き続き
協議して行きます。 

  

 

 

11 月 12 月 1月 

ロータリー財団月間 疫病予防と治療月間 職業奉仕月間 

【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 

【会員誕生】 
佐々木繁樹、渡辺正乃、 
小田島順造、富沢良一 
【夫人誕生】 
藤本正栄(莞爾)、金澤幸枝(俊司)
【結婚記念】 
ありません 

4 
地区大会 DVD 鑑賞 
担当：菊池忠彦君 

2 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

佐藤寧君 
4㈫ 

新年交賀会 
会場:ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

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 

6 休会 

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 
｢花巻市ふるさと納税 

施策について｣ 

担当：高橋 誠君 

16 
クリスマス家族会 

会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 
18:30∼ 

13 
職業奉仕大委員長 

照井正樹君 

25 
大和 RC 来訪 

夜例会 18:30∼ 
会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

23 休会 
20 

花巻 3RC 合同 
新年例会&新年会 
主幹：花巻北 RC 

会場：ホテル紅葉館 

27 休会 

第 2648回例会 
 2021/11/4 

クラブ奉仕大委員長  菊池忠彦君 
「昨年度地区大会代替製作ビデオ鑑賞 2」 
本日は、金澤さんの卓話の日 
でしたが、出席が難しという事 
で、先週に引き続き他のクラブ 
の奉仕活動のビデオを見てい 
ただきます。 
 
 
   昼食時には花巻 RCの
   「ぬくまる食堂」の取り組み
   を見ていただきました。 
 
 
 
この時間は気仙沼 RC と釜石 
RCの奉仕活動の取り組みを 
見ていただき、参考にしましょう。 

11 月度慶祝 


