
                                     
 

        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 2658 回例会 令和 4 年 2 月 17 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 

・2024-2025年度ガバナー候補者のご推薦について 

〔国際ロータリー第 2520 地区 がバナー指定委員会 委員長 伊藤智仁〕 

・令和 3 年度赤い羽根共同募金運動ならびに 

歳末たすけあい運動ご協力のお礼 

〔岩手県共同募金会花巻市共同募金委員会 会長 髙橋照幸〕 

・暴力団追放広報紙「暴追いわて」の送付について 

〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 

・〔お願い〕トンガ沖大規模噴火災害義援金の拠出について 

〔国際ロータリー第 2520 地区 2021-22 年度ガバナー 鈴木俊一〕 

・ロータリー用品最新カタログ 

〔㈱フジマキネクタイ〕 

・2022-23 年度国際ロータリーテーマ幕のご案内 

〔㈱オクトン〕 

・令和３年度花巻東高等学校卒業式について（お知らせ） 

〔花巻東高等学校 校長 小田島 順造〕 

・令和３年度卒業式について（御依頼） 

〔岩手県立花巻農業高等学校 校長 小船光浩〕 

・１月ロータリーレート １ドル＝115 円 

〔ガバナー事務所〕 

・平和構築と紛争予防月間 リソースのご案内 

〔国際ロータリー日本事務局〕 

・2021-22 年度ロータリー財団年次基金・ポリオ基金のお願い 

〔国際ロータリー第 2520 地区 2021-22 年度ガバナー 鈴木俊一〕 

・RLI 研修パートⅢ打ち合せのご案内 

〔国際ロータリー第 2520 地区 2021-22 年度 RLI 委員会委員長 柴田茂〕 

・国際ロータリー第 2520 地区 2021-22 年度  

地区大会のご案内 

・第 9920 地区からのお礼状 

・PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）認証式のご案内について 

〔ガバナー事務所〕 

・国際ロータリー第 2520 地区 ROTEX 同窓会開催について 

〔国際ロータリー第 2520 地区 国際奉仕委員長 高橋 孝一〕 

・友好都市交流事業の実施状況及び 

来年度事業計画について（照会） 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

・第９回全国インターアクト研究会 Web(ZOOM)開催のご案内 

〔全国インターアクト研究会 委員長 辰野克彦〕 

・2022－23 年度版 ロータリー手帳お買い上げのお願い 

〔一般社団法人ロータリーの友事務所 代表理事 鈴木宏〕 

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 2657 回例会会報 

  会長の時間資料 

 ２．出席 

  ●1 月 13 日(木) 34 名中 18 名出席 

   出席率 60.0% 前回修正 70.0% 

   メイクアップ 

1/14(金)岩手地区パストガバナー会議 

伊藤智仁君 

1/19(水)第 2分区 10 クラブ合同会長幹事会 

照井敬孝君・佐々木繁樹君 

 

３．ニコニコ BOX 

   

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

1 月 20日例会 

金澤俊司君：「妻の誕生祝花ありがとうございます。ボ

ックスします。(3,000 円)」 
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2 月 3 月 4 月 

平和と紛争予防／紛争解決月間 水と衛生月間 母子の健康月間 

【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 

【会員誕生】 
小田島修司 
【夫人誕生】 
嶋 純恵(利幸)、澤田陽子(隆道) 
植村純江(和雄) 
【結婚記念】 
佐々木繁樹、高橋誠、植村和雄、
奥山隆、似内裕司、藤本莞爾、 
栗原祐二 

3 休会 3 
環境保全委員長 
植村和雄君 

7 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

未定 

10 休会 10 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

高橋溥芳君 
14 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

金澤俊司君 

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 

21 
観桜会 

会場:金矢温泉 

24 
 

通常例会に変更です 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

未定 
24 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
直前会長 
似内裕司君 

28 休会 

第 2657回例会 
 2022/1/20 

会長の時間 照井敬孝会長 

・花巻 3RC合同新年会はコロナの感染 

拡大により中止となります。 

・1/19開催の第 2 分区 10RC 合同会長 

幹事会において、幹事クラブの北上西 RC 

より IMの開催の仕方について説明を受け、 

色々検討した結果、5月に 10RC 合同のゴルフコンペを開

催する事でどうかという提案を受けました。詳細は今後詰

めて行きます。 

・今日は国際 RC第 2570地区のさいたま大空 RCの紹

介です。2013 年設立で、ロータリー財団の学友と米山記

念奨学金の学友で構成され、7 つの国と地域からの出身

者がいます。会員数 24名、平均年齢は 30代後半とい

う国際色豊かな若いメンバー中心のクラブです。主な活動

内容は添付の資料をご覧ください。本日のゲスト、ガラー・

ゲレルトゥトゥルガさんにも参考になると思います。 

 

ゲストスピーチ  

米山記念奨学生 ガラー・ゲレルトゥトゥルガさん 

今日はモンゴルの事をス

ライドを使いながら色々

な角度から説明して頂

きました。日本の 4倍

広い国土に日本の 40

分の 1の人口の人々が 

      暮らし、半数の人々が

遊牧の生活をしているそうです。 

 夏にはナーダムという祭り 

で競馬、相撲、弓の 3 大 

競技が開催され子供から 

大人まで競い合うそうです。 

 日本でいうお正月は 

ツァガーンサルと言い、 

旧正月にお祝いをするそうです。 

    家族全員がそろい、新年の挨拶を 

     し、ごちそうを食べます。それから子 

     供や若者は年長者の家を周り 

     挨拶をして歩くそうです。皆さんも 

     コロナが終息したらぜひモンゴルに 

     来てみてくださいとのことでした。

    でした。 

♦ 焼物(帆立照焼・厚焼き玉子・華蓮根  

  レモン・焼き豚・小鉢)  

♦ 刺身(鮪・甘海老・芽物)  

♦ 篭(鶏カツ・ポテトサラダ・レモン)  

♦ 茶碗蒸し 

♦ ご飯・味噌汁・香の物 

♦ 甘未 


