
                                     
 

        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 2656 回例会 令和 4 年 1 月 13 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 

・RI 会長杯ワールドゴルフ大会 

〔ガバナー事務所〕 

・2022年 1月国際ロータリー為替レート  1ドル１１5円 

〔ガバナー事務所〕 

・ロータリークラブカタログ 

〔和光〕 

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 

  ●12 月 9 日(木) 33 名中 13 名出席 

   出席率 50.0% 前回修正 65.3% 

 ●12 月 16 日(木) 33 名中 18 名出席 

   出席率 62.0% 前回修正 72.4% 

 ●1 月 6 日(木) 34 名中 22 名出席 

   出席率 71.8% 前回修正 75.0% 

 

   メーキャップ 

12/6(月)RI 歓迎晩餐会 

   伊藤智仁君 

12/7(火)12/8(水)ロータリー研究会 

   伊藤智仁君 

12/12(日)天沼久純ガバナーエレクト壮行会 

  照井敬孝君、伊藤智仁君、菊池忠彦君 

 

 

３．ニコニコ BOX 

 次ページに掲載 

  

♦ 白金豚ハンバーグ和風ソース 

♦ スープ 

♦ サラダ 

♦ ライス 

♦ デザート ムース系フルーツ 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 
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３．ニコニコＢＯＸ 

 

 

 

 

 
 
・本日の例会は人数が少なくて寂しい 

 

 

 

 

第 2653回例会 
2021/12/9 

12 月 9日例会 

嶋利幸君：「誕生日を祝っていただき、ありがとうございまし

た。今後共よろしくお願いいたします。(3,000 円)」 

花巻北 RC 佐藤克也様：「来週のクリスマス例会には旅

館組合の研修旅行のため、ゲストとしての参加が難しいの

で、本日ﾒｲｷｬｯﾌﾟさせていただきます。(2,000 円)」 

12 月 16日例会 

富沢良一君：「花巻南ロータリークラブおよび花巻ロータリー

クラブの会計の事務を長年に渡り担当している高橋由起子

(たかはし ゆきこ)と一緒にクリスマス家族会に参加させて

頂きました。皆様におかれまして、年末が、そして来年が良い

年でありますように御祈念し、ボックスします。(5,000 円)」 

山口和久君：「ハッピークリスマス！今年も楽しいクリスマス

パーティーでした。(3,000 円)」 

渡辺正乃君：「すてきな音楽ありがとうございました。 

(3,000 円)」 

岩舘正明君：「クリスマス会の盛会を祈念しまして、また千

葉さんが退会されるということで長い間お疲れ様でした。ボッ

クスさせていただきます。(5,000 円)」 

菊池忠彦君：「しずくさん、素敵な歌をありがとうございまし

た。風の季の皆さん、お世話になりました。ありがとうございま

した。(3,000 円)」 

照井敬孝君：「本日は楽しい思い出に残るクリスマス例会

になりました。(5,000 円)」 

伊藤智仁君：「やり残した事の多い 1年でしたが、皆さんの

応援で最後までガバナーを務める事が出来ました。ありがと

うございます。(10,000 円)」 

栗原祐二君：「牛さんありがとう。トナカイさんありがとう。ト

ラさんよろしく！(3,000 円)」 

鎌田定悦君：「高田松原復興記念公園の国営に続き県

営管理も 4 月より着手します。 また、だいわフルーツパーク

気仙の南国フルーツも順調に生育してます。(5,000 円)」 

奥山 隆君：「メリークリスマス、クリスマスおめでとうござい

ます。「風の季」さんには沢山お世話になりありがとうございま

す。 (3,000 円)」 

宮澤一郎君：「 千葉さん有難うございました。来年も宜し

く。(3,000 円)」 

千葉 功君：「長い間お世話になりました。19 年余り、楽

しく過ごさせていただきありがとうございました。(5,000 円)」 

佐々木繁樹君：「 楽しい夜になりました。ありがとうござい

ます。(3,000 円)」 

1月 6日例会 

川辺助之君：「2022 年度双葉町へ 50 回行く予定です。

(5,000 円)」 

栗原祐二君：「新年あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。(3,000 円)」 

照井正樹君：「明けましておめでとうございます。今年も 1

年間よろしくお願いします。今年は、足を痛めない程度にマ

ラソンをしたいな～と思います。(3,000 円)」 

澤田隆道君：「新しい年が良い年でありますように‼

(3,000 円)」 

 

 会長の時間 照井敬孝会長 

 

・例会会場の件 

来月より例会会場はグランシェール花巻さんになりま

す。10月より 3カ月間、佐藤社長をはじめとする「風の

季」スタッフの皆様、美味しい料理を始めとして、例会

運営をサポートしていただき感謝いたします。ありがとう

ございました。今後、移動例会などでお世話になる事

も有ると思いますのでよろしくお願いいたします。 

・細則の追加について 

本日、家族会員の条項を細則に追加する事の承認を

賜りたいと思います。 

・正月行事について 

おせちとは季節の節目を表す言葉です。平安時代の

頃から家族の一年の幸せを願い、神様にお供えする

特別な料理とされています。正月は神様に供えた料理

を神様と人が頂く神人共食の日とされております。その

象徴が柳の白木で作られた祝箸になります。柳は春

一番に芽を出し、白木は邪気を払う神聖な物とされて

います。両方が細くなっているのは片方が神様、もう片

方は人が食するという事です。今は和洋折衷で色々

なおせち料理が有りますが、本来おせち料理は自然の

恵みに感謝してその年の家内安全や五穀豊穣を神様

にお願いしながら食べるというのが本来の姿です。正月

は特別な節句の行事です。その年その年の季節の変

わり目に、節句と称して無病息災、子孫繁栄、五穀

豊穣を願ってお供え物をし、邪気を払うという意味を

持った行事だという事をお伝えします。 

 

吉田栄子君：「新年明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いいたします。昨年、クリスマス例会は皆

様に来ていただき本当にうれしかったです。今後ともよろし

くお願いいたします。(3,000 円)」 

大久保憲一君：「新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申しあげます。(3,000 円)」 

渡辺正乃君：「今月 19 日で 55 才になります。切りのい

い数字になりました。今年 1年がんばります。(3,000 円)」 

佐々木繁樹君：「おめでとうございます。残り半年、無事

に幹事を務めれればと思います。今年もよろしくお願いし

ます。(5,000 円)」 

岩舘正明君：「令和 4 年新年あけましておめでとうござ

います。今年も照井会長を始め、あと 6 か月全力でがん

ばっていただきたいと思います。(5,000 円)」 

照井敬孝君：「新年おめでとうございます。今年もよろしく

お願いします。あと半年、皆様のご協力をいただき頑張り

ます。 (5,000 円)」 

奥山 隆君：「新年あけましておめでとうございます。本

年が良い年であるように。(3,000 円)」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

クラブ協議会 
｢次年度役員選出｣ 
菊池忠彦会長エレクト 
 
次年度役員候補者を発表し 
、承認されました。 
 
会員卓話 伊藤智仁君 
 
・ロータリー研究会の報告 
色々な報告を見ると、 
現在ロータリークラブは過渡期を 
迎えていると思われます。 
年齢的な要因もあると思われま 
すし、コロナによる行動変容なども影響しているかもしれ
ません。いずれにせよ、これからのロータリークラブは楽しみ
ながら実のある活動が出来るクラブを目指そうという事で
す。それにより、出席率も上がり、新規の会員も増えて
行くと思われます。 

・働き方改革 

現在当社では無駄な労働時間を減らすべく取り組んで

おります。変形労働時間制度のような形を取り入れ無

駄な時間を作らないような方向を目指しています。この

様に、卓話の時間を使い意見交換をするなど、それぞれ

の個人、企業にとって有益な場としていく事が魅力ある

ロータリーに繋がっていくと思います。 

 

家族会員規定の細則への追加 

照井敬孝会長、佐々木繁樹幹事 

 

佐々木幹事より家族会員規定が会員に説明され、承

認されました。 

 

第 2654回例会 
クリスマス家族会 
悠の湯 風の季 

 2021/12/16 

 
 
12月度慶祝 
 嶋 利幸君 

   会長の時間 

   照井敬孝会長 

 

   今回はクリスマス家族会という事で

案内いたしましたが、5 テーブル確保する事が出来て良か

ったです。まだまだ会員の企業、団体等ではコロナの規制

が敷かれている所もあるようで、参加したくてもできない会

員の方も居たようです。 

 今日で風の季さんの例会は最後となりますが、今まで

感謝しきれないほどのおもてなしを受けました。美味しく、

ボリューム満点の料理を出していただいたり、スタッフの

方々におもてなしをしていただいた事、たいへん感謝いた

します。本日はメニューには載っておりませんが、会員の高

橋誠君より、白金豚の食材を提供して頂きました。白金

豚の焼き物も提供されます。 

 今年 1年を振り返りますと、コロナで始まり、コロナで終

わろうとしております。我々、南ロータリークラブの事業も

前半戦はコロナが終息せず、奉仕活動も無期延期とい

う状態になっております。来春、コロナの状況を見ながら

再開できればなと思っております。 

 今月をもって千葉功君が退会となります。今後は名誉

会員として色々な行事に参加して頂ければなと思ってお

ります。 

 本日ゲストで見えられている高橋由起子さんは当クラ

ブの会計を長年務められております。感謝申し上げます。

本日は参加頂きありがとうございます。 

今日は盛岡からしずくさんをお呼びしております。県内中

心に活躍されている方です。彼女の演奏と歌声に耳を傾

け、良い思い出になればと思っております。 

結びになりますが、今年の会長の時間は本日が最終で

す。本日ご参会の皆様のご家族、花巻南ロータリークラブ

会員の皆様のご健勝とご多幸を合わせてお祈りして会長

の時間とします。 

 
退会の挨拶 

千葉 功君 

14年間という長い間、楽しく 

過ごさせて頂きましてありがとう 

ございました。これからは名誉会員 

として顔を忘れられないように、時々夜の例会には顔を出し

たいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

しずくさん 

素敵な音楽

ありがとうござ

いました❕ 



 

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]ﾎﾃﾙグランシェール花巻／花巻市大通り1丁目6-7 TEL 0198-22-7777 FAX 22-5111  

  

 

 

1 月 2 月 3 月 

職業奉仕月間 平和と紛争予防／紛争解決月間 水と衛生月間 

【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 

【会員誕生】 
伊藤智仁、藤本莞爾、高橋誠、 
金澤俊司、八森辰雄 
【夫人誕生】 
佐藤幸子(寧)、照井恵里子(正樹) 
【結婚記念】 
藤本純一、小田島順造、金澤俊司 

6 
新年交賀会 

会場:ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 
3 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

未定 
3 

環境保全委員長 

植村和雄君 

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 
10 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

高橋溥芳君 

20 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
米山記念奨学生 

ｶﾞﾗｰ・ｹﾞﾚﾙﾄｩﾄｩﾙｶﾞさん 
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：花巻北 RC 

17 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

本舘憲一君 
17 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
小野健太郎君 

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花巻 
24 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
直前会長 
似内裕司君 

27 休会 

第 2655回例会 
新年交賀会 

ホテル グランシェール花巻 
 2022/1/6 

新入会員 

伊藤拓帆君 

身長 190㎝‼ 

会長の時間 照井敬孝会長 

 あけましておめでとうございます。 

会員の皆様はご家族と共に健やかに新年を迎えられたことと思

います。今年から花巻南ロータリークラブの例会会場はこちらのホ

テルグランシェール花巻さんになりました。今後はこちらのスタッフ

にご協力をいただきながらスムーズな例会運営を行っていきたい

と思っております。 

 昨年を振り返りますと、コロナの一年でした。スポーツでは東

京オリンピックが行われ、日本選手団は史上最多の金メダルを

獲得いたしました。もうすぐ始まる北京オリンピックでも、ジャンプ

の小林陵侑選手、スノーボードの岩渕麗楽選手、他にはクロス

カントリーで岩手から出場する選手たちに期待したいと思いま

す。海外では大谷翔平選手が大変な活躍をしてくれました。彼

は花巻南 RCのインターアクト校であります花巻東高校の出身

です。彼の活躍によってもっともっと花巻の知名度が上がる事を

期待しつつ応援しましょう。当クラブの活動につきましては、大堰

川河川清掃の奉仕作業が無期延期となっております。今後の

活動もコロナの拡散動向を注視しながら進めて行こうと思ってお

ります。 

 結びに会員の皆さんと、ご家族のご健勝とご多幸を祈念いた

しまして会長の時間とさせていただきます。 

 

新年の挨拶 


