
                                     
 

        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 2652 回例会 令和 3 年 12 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 

・ロータリークラブカード作成奨励のお願い 

〔国際ロータリー第 2520 地区 

 ガバナー 鈴木 俊一〕 

・ハイライトよねやま Vol.260 

・寄付金納入明細総合表 

〔公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会〕 

・RLI 研修パートⅡ終了証 

〔国際ロータリー第 2520 地区 

ガバナー 鈴木 俊一〕 

・ルンビニーだより 

〔社会福祉法人 光林会〕 

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 2650 回例会会報 

  ゲストスピーチ資料 

 ２．出席 

  ●11 月 18 日(木) 33 名中 13 名出席 

   出席率 50.0% 前回修正 65.3% 

 ●11 月 25 日(木) 33 名中 15 名出席 

   出席率 55.5% 前回修正 74.0% 

 

   メーキャップ 

なし 

 

３．ニコニコ BOX 

 次ページに掲載 

 鍋 

♦ 海鮮みぞれ鍋 

 お重箱 

 一の膳 

♦ お造り 

♦ 茶碗蒸し 

 二の膳 

♦ 小鉢盛り 

♦ ご飯（ひとめぼれ） 

♦ デザート 

 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 



３．ニコニコＢＯＸ 

 

 

 

 

 
 
・本日の例会は人数が少なくて寂しい 

 

 

 

 

第 2650回例会 
2021/11/18 

11月 18 日例会 

金澤俊司君：「なかなか例会への出席叶わず申し訳あり

ません。(3,000 円)」 

高橋 誠君：「令和 2 年（昨年）はふるさと納税にお

いて花巻市が１位でした。（岩手県内）令和３年もが

んばってます。(3,000 円)」 

 

11月 25日例会 

大和ロータリークラブ 

会長 本田誠一様： 

「本日は花巻南、大和ロータリークラブの姉妹クラブから友

好と友情が深まり心より感謝申し上げます。こんな時だか

らこそロータリアンは絆を深め、自己成長に向け力を合わ

せましょう。2022 年 3 月 23 日大和ロータリークラブ 60

周年よろしくお願い申し上げます。(10,000 円)」 

大和ロータリークラブ 

姉妹友好クラブ副委員長 伊藤彦二様： 

「令和元年 11月 14 日~15 日大勢の会員の方の歓待、

又 2 部のカラオケ、そして翌日のゴルフ大会と盛り沢山の

歓待を受けた事が走馬灯のように頭を過ぎる今日この頃

です。本日のスマイル\10,000 円入れさせて下さい。

(10,000 円)」 

照井敬孝君：「大和ロータリークラブの皆様、本日は訪

問ありがとうございます。心より歓迎いたします。 

(5,000 円)」 

岩舘正明君：「大和ロータリーの皆様、ホテルグランシェー

ル花巻にご臨席を賜わりありがとうございます。 

(5,000 円)」 

鎌田定悦君：「大和ロータリークラブの皆様、ようこそお越

し頂きありがとうございます。60 周年には出席したいと思

います。(5,000 円)」 

似内裕司君：「大和ロータリークラブの皆様、ようこそ花

巻へお越し下さいました。これからも末永いおつきあいをお

願いします。(3,000 円)」 

菊池忠彦君：「大和ロータリークラブの皆様、ようこそおい

で下さいました。(3,000 円)」 

佐々木繁樹君：「ようこそ花巻へ。大和ロータリークラブの

皆様、本日はよろしくお願いします(5,000 円)」 

伊藤智仁君：「 (10,000 円)」 

宮澤一郎君：「 (3,000 円)」 

照井正樹君：「 (5,000 円)」 

 

 会長の時間 照井敬孝会長 

 

・RLI 研修会の報告 

 11 月 6日 RLI 研修会が 

行われました。本来であれば 

仙台の会場で行われる予定 

でしたが、Zoomでの開催と 

なりました。 

1 セクション 45分間で、10分の 

休憩をはさんで、まる 1日がかりの研修でした。 

 色々話し合うセクションにおいて、当クラブの活動は

青少年奉仕に力を入れていると言う特色があると話し

てきました。ほかの参加者からはコロナの影響で、夜の

例会や懇親会が出来ないと言う話も出ました。それに

対しては、ゴルフだったり、将棋だったり、カラオケなど共

通の趣味を通じて、親睦を深めればよいのではないか

という話でした。 

 今後の課題については多くのクラブが会員増強につ

いて課題を抱えているという事でした。当クラブでは今

回、高橋誠君の力を借りてWebでの参加も試験的に

行っております。今後これがもっと身近なものになれ

ば、例会への参加もしやすくなるのではないかと思いま

す。仙台冠 RC などの新しいクラブでは LINE などを使

って会員同士の連絡を取り合っているそうです。LINE

で趣味のグループを作って情報交換などを行っているよ

うです。当クラブもこれから 60 周年に向けて、戦略立

案会議において、新たな会員同士の交流の方法を話

し合い、花巻南 RC独自の魅力と特徴を作って行けれ

ば、新しい会員を勧誘するための武器にもなるのかな

と思っています。 

 昨日の新聞において、今年も鮭が記録的な不漁で

あるとの記事が出ておりました。これからの時期、お正

月に向けて、イクラが店頭にたくさん並んで値段が少し

ずつ下がっていくのが本当なのですが、今年は 10月 31

日時点で、岩手の漁港で獲れた秋鮭は 70 本に満た

ないと言う様な過去に例を見ないような不漁です。 

そして、鰆やしょっこ（かんぱち）など本来、南で獲れ

る魚が揚がっています。本来、岩手の沖合は黒潮と親

潮がぶつかり合い色々な魚が捕れる漁場でしたが、近

年の温暖化の影響により、獲れる魚の種類も変化して

来ております。 

 豆知識ですが、イクラとはロシア語です。イクラと筋

子の違いとは、いくらは成熟した卵がばらばらの状態の

物で、筋子は未成熟の卵の状態の物です。わかめと

昆布の違い。そもそも別物で、わかめは「ちがいそ科」の

海藻で、昆布は「コンブ科」の海藻です。わかめは夏に

芽が出てその年に収穫して食べるのに対し、昆布は冬

に芽が出ていったん枯れますが 2 年目から立派な帯の

昆布になります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は友好クラブであります 

 大和ロータリークラブ様より 

 10名の方々にお越しいただき 

 ありがとうございました。 

 歓迎いたします。ぜひ懇親を 

 深めていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大和ロータリークラブの 

 皆様、ようこそ花巻へ！ 

 乾杯‼ 

ゲストスピーチ 
 
 花巻市地域振興部定住促進課 
  主査 真田正斗様 
 
「花巻市 ふるさと納税施策について」 
 

 本日は花巻市ふるさと納税施策について 

準備して頂いた資料に沿って説明してもらい、 

その後、質問に答えていただきました。 

説明や、質疑応答の内容からふるさと納税は、 

地方自治体においては貴重な財源となっており、 

今後も力を入れて取り組んで行くので、返礼品等の 

アイデアが有ればぜひ協力して頂きたいとの事です。 

なお、昨年はふるさと納税の純粋な収入が 14億円となり、子育て施策や農家の支援、除雪等に使用しております。 

 

第 2651回例会 
大和ロータリークラブ来訪交流例会 

ホテルグランシェール花巻 
 2021/11/25 

来年 3 月 20 日

60 周年記念式

典がありますので

是非、皆様お越

しください。お待

ちしております。 

大和 RC 

本田誠一会長 

 

例 会 の 様 子 

懇 親 会 の 様 子 

二 次 会 の 一 コ マ 



 

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  

  

 

 

12 月 1 月 2 月 

疫病予防と治療月間 職業奉仕月間 平和と紛争予防／紛争解決月間 

【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 

【会員誕生】 
本舘憲一、岩舘正明、澤田隆道 
阿部豊治 
【夫人誕生】 
菊池誠子(忠彦)、富沢百合子 
(良一)、小田島祥子(修司)、 
高橋清子(照幸) 
【結婚記念】富沢良一 

2 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

佐藤寧君 
6 

新年交賀会 
会場:ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ 

3 
地域発展・人間尊重委員長 

藤本莞爾君 

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 

13 
職業奉仕大委員長 

照井正樹君 
10 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

高橋照幸君 

16 

クリスマス家族会 
会場：悠の湯 風の季 

18:30∼ 
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ 

SHIZUKU（三澤美貴） 
ピアノ演奏会 

 

20 
会員卓話 
未定 

17 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

本舘憲一君 

23 
 

休会 26㈬ 

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 24 
年祝いの会 

会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ 

30 休会 27 休会 

大和ロータリークラブ来訪歓迎 
交流例会 in ホテルグランシェール花巻 

集合写真 


