
                                     
 

        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 2661 回例会 令和 4 年 3 月 10 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 

・第 9920 地区からのお礼メール 

・2022 年 3月国際ロータリー為替レート 1 ドル１１6 円 

〔ガバナー事務所〕 

・第 19 回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

〔国際ロータリー第 2580 地区ガバナー事務所〕 

・ロータリーの友購読料改定のお知らせ 

〔一般社団法人ロータリーの友事務所〕 

・2021-22 年度地区大会市内 3RC 

合同バス運行のご案内 

〔花巻北 RC 会長 谷地玄光〕 

・カタログ送付のご案内及び商品価格の改定について 

〔㈱オクトン〕 

・花巻市友好都市交流委員会情報誌 

「ひと花」第 28 号の配布について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

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 2660 回例会会報 

  委員会名簿 資料 

  会員卓話 資料 

 ２．出席 

  ●3 月 3(木) 34 名中 20 名出席 

   出席率 64.5% 前回修正 67.7% 

   メイクアップ 

  3/3(木)花巻農業高等学校・花巻東高等学校へ 

活動費贈呈式 

  照井敬孝君・佐々木繁樹君・宮澤一郎君 

３．ニコニコ BOX 

   

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

3 月 3 日例会 

高橋 誠君：「誕生日ありがとうございます 

(3,000 円)」 

金澤俊司君：「誕生祝、結婚記念祝ダブルでありが

とうございます。ボックスします。(5,000 円)」 

藤本純一君：「結婚記念日 3/5 です。(3,000円)」 

伊藤智仁君：「64才になって、来年、再来年の事を

良く考える様になって来ました。(3,000 円)」 

藤本莞爾君：「誕生祝い有難うございます。久しぶり

の出席ですのでボックス致します。(10,000 円)」 

佐々木繁樹君：「2/25(金)に母校の花北青雲高校

に 65 インチのテレビとテレビ台を寄贈してまいりました。

(5,000 円)」 

照井正樹君：「妻の誕生祝いありがとうございます。 

(3,000 円)」 

 

お 膳 

♦ 造り サーモン・甘海老 妻、芽物 

♦ 天麩羅  

 海老・茄子・カボチャ・鱚・ピーマン・菜の花 

♦ 茶碗蒸し 

♦ ご飯・味噌汁・香の物 

♦ 甘味 



 

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  

  

 

 

3 月 4 月 5 月 

水と衛生月間 母子の健康月間 青少年奉仕月間 

【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 

【会員誕生】 
鎌田定悦、菊池忠彦、高橋照幸 
似内裕司 
【夫人誕生】 
藤本浜子(純一)、渡辺法子(正乃) 
高橋清子(溥芳)、八森峯子(辰雄) 
佐々木クミ子(繁樹) 
【結婚記念】 
高橋溥芳、岩舘正明、伊藤智仁、
嶋 利幸 

3 
休会環境保全委員長 

植村和雄君 
7 

年祝いの会 
会場:ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

5 休会 

10 
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

花巻国際交流協会 
藤原正己 様 

14 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

金澤俊司君 
12 

青少年奉仕大委員長 

宮澤一郎君 

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:風の季 
21 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
小田島順造君 

24 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

未定（調整中） 
24 休会 28 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
小田島修司君 

第 2660回例会 
 2022/3/3 

  会長の時間  照井敬孝会長 

 本日、青少年奉仕委員長の宮澤一郎君と幹事の佐々木繁

樹君と私の 3人で花巻農業高校と花巻東高校に新型コロナウ

イルスの抗原検査キットを 50 セットずつと活動費を寄贈して、 

大変喜ばれて来ました。抗原検査キット購入費については予備

費の方から出しました。 

 今月は水と衛生の月間です。日本ではどこに行っても水道の

蛇口をひねれば、きれいな水が飲む事が出来ます。花巻は岩手

中部水道企業団管轄で、円万寺浄水場から供給されておりま

す。水と衛生につきましては来週詳しくお話いたします。 

 3月 3日は日本の 5節句の一つです。節句とは季節の節目

で、古来中国から伝わり、陰陽 5行説が由来となっております。

1月 7日が七草節句、3月 3日が桃の節句になります。 

 

環境保全委員長 

植村和雄君 

  

  

 近年、日本だけではなく世界的に自然災害や異常気象が

多くなってきています。これは温室効果ガスによる地球温暖化

が原因と言われています。そこでこれ以上の温暖化を防ぐため

に、脱フロンガスや再生可能エネルギーの利用促進などが進

められています。再生可能エネルギーの利用を促すために国で

は再生可能エネルギーの固定買い取り制度を導入しました。

その結果、電気を使うすべての法人、個人に賦課金が課せら

れ、年々金額が上昇して来ています。電気の無駄遣いには気

を付けましょう。環境にやさしく生活しましょう。 

   

3 月度慶祝 

菊池忠彦会長エレクト 

 役員と、大委員長について決まっており 

ましたが、本日小委員長、副委員長について 

委員会名簿(案)の通り承認 

いただきました。ありがとうございました。 
 


