
                                     
 

        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 2662 回例会 令和 4 年 3 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 

・5/14(土)創立 60 周年記念式典・祝賀会のご案内 

〔陸前高田 RC 会長 中野貴徳〕 

・5/28(土) 創立 50 周年記念式典・祝賀会のご案内 

〔花巻北 RC 会長 谷地玄光〕 

・第 4 回 RLI 日本支部研修会のご案内 

〔RLI日本支部ファシリテーター委員長 中村靖治〕 

・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〕 

・ウクライナへの緊急支援について 

〔ガバナー事務所〕 

・RI 日本事務局 財団室 NEWS 

〔国際ロータリー日本事務局財団室〕 

・祝電の御礼 

〔花巻東高等学校硬式野球部 部長 流石裕之〕 

・ルンビニーだよりの送付について 

〔社会福祉法人 光林会 理事長 三井信義〕 

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 2661 回例会会報 

  ゲストスピーチ 資料 

 ２．出席 

  ●3 月 10(木) 34 名中 19 名出席 

   出席率 61.2% 前回修正 67.7% 

   メイクアップ 

  3/5(土)RLI 研修パートⅢ 

  照井敬孝君 

  3/9(水)一関中央 RC例会 

  3/10(木)一関 RC例会 

  伊藤智仁君 

３．ニコニコ BOX 

   

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

3 月 10日例会 

 

今日の BOX はありません 

 

 

♦ 白金豚ロースカツレツ デミソース 

♦ カボチャのスープ 

♦ サラダ 

♦ ライス 

♦ 本日のデザート 苺のムース フルーツ 
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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 
8(金) 

会長ｴﾚｸﾄ菊池忠彦君 
「My Rotary 登録」 

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 
川辺助之君 

21 
観桜会・年祝いの会 

会場:風の季 
19 

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） 
28 休会 26 

会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
小田島修司君 
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  会長の時間  照井敬孝会長 

3月 5 日 RLI 研修会パート 3が Zoomで行われました。その

中で意見交換も行われ、もう少しロータリー財団の仕組み等を

委員会だけではなく、広く扱ってほしいと言ってきました。財団に

も申請に関する事務局が有れば良いのではないかと思いまし

た。次に、 各クラブに於いて、3 から 5年スパンの戦略計画を

立ててくださいとのことでした。これについては、当クラブでは似内

前会長の発案により、昨年度より実施しております。今後 5年

くらいの間に女性会委の増加を目標にしたいと思います。現幹

事の佐々木繁樹君が会長の頃には全会員数の 3分の 1 くら

いが女性になれば、会員数も増え、いい刺激になるのではない

かと思います。その他、入会した動機等の話が出たときには、ク

ラブに魅力が有ったり、人の魅力やつながりといった理由が多か

ったので、当クラブもこの辺をより一層大事にして活動して行け

ればなと思いました。3月 8日は国際女性デーでした。 

 3月 11日で東日本大震災から 11年目になります。本当の

復興というのは被災した町の人口が増加して賑わいが戻った時

に初めて亡くなった人たちにここまで復興する事が出来ましたと

言えるのではないでしょうか。花巻南ロータリークラブもこの震災

がきっかけで大和ロータリークラブさんと友好を結ぶ事が出来ま

した。これからも伝えて行かなければならないと思います。 

 今が旬の魚はブリです。ぶりの照り焼きが一番美味しいと思

います。調理のポイントとしてはブリのカマを買ってきたならば、

少し塩を振って時間をおいて水分を出してから焼くと非常に美

味しく召し上がれます。 

 

ゲストスピーチ 

花巻国際交流協会 

事務局長 藤原正己様 

「外国人定住者と 

  花巻国際交流協会の活動について」 

担当：山口和久君 
花巻国際交流協会の概要 
理事長：中央コーポレーション 社長 佐々木史昭氏 
所在地：花巻市交流会館内、花巻観光協会のフロアの片
隅に自分を含め 3人が常駐しております。自分以外の女性
スタッフ 2名は英語が堪能です。うち一人は元 JICAのスタ
ッフとして 2年間インドネシアに滞在していたため、インドネシ
ア語も堪能です。 
 仕事の内容は花巻市よりの交付金を原資にしまして、中
学生の海外派遣をメインにしておりますが、ここ 2年はコロナ
により中止になっております。花巻市の国際交流をしている
相手方は国際姉妹都市という関係を結んでいるのが 2 ヶ所
でホットスプリングス市、ラットランド市、国際友好都市という
関係を結んでいるのがオーストリアのベルンドルフ市、中国の
大連市西崗区です。書面上の関係は結んでおりませんが国
際友好関係都市がアメリカのクリントン市、イギリスのシェット
ランド市になります。例年中学生を派遣しているのが、ホット
スプリングスとラットランド、クリントン、ベルンドルフになりま
す。先方からは高校生や訪問団を受け入れたりしておりまし
た。現在はこれらの仕事が出来ませんので、定住外国人のサ
ポートをしております。内容は日本語教室の開催、生活支援
（テーマは毎年変わります。昨年は自転車の安全な乗り方、
一昨年はごみの分別）、語学講座（中国語、英語、ドイツ
語）などですが、対等な立場で関わりあって行ければなと思
っています。 
国際交流協会の認知度はまだまだありませんので、もっともっ
と色々な方々に知って貰いたいと思います。理事長にもぜひ
国際交流協会をご理解いただき、協力をお願いしてこいと仰
せつかって来ておりますのでよろしくお願いいたします。  

  


