
                                     
 

        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 2664 回例会 令和 4 年 4 月 8 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 7回日台ロータリー親善会議福岡大会のご案内 

〔日台ロータリー親善会議 総裁 大島英二〕 

・盛岡いのちの電話 第 130号 

〔社会福祉法人 盛岡いのちの電話〕 

・4 月 16 日地区大会前夜祭 抗原検査実施について 

・4 月 17 日(日)地区大会懇親会の中止について 

〔ガバナー事務所〕 

・令和 4年度花巻東高等学校入学式について 

〔花巻東高等学校 校長 小田島順造〕 

・令和 4 年度岩手県立花巻農業高等学校入学式について 

〔岩手県立花巻農業高等学校 校長 小船光浩〕 

・令和４年度花巻市友好都市交流委員会幹事会・ 

総会の開催中止及び書面決議について（ご案内） 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

・米山梅吉記念館 館報 2022 春号 Vol.39 

〔公益財団法人 米山梅吉記念館〕 

・RI2520 地区第 2分区 IM ゴルフコンペの御案内 

 〔2021-22 国際ロータリー第 2 分区 

ガバナー補佐 鈴木 秀悦 佐々木史昭〕 

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 2663 回例会会報 

  会長の時間 資料 

 ２．出席 

  ●3 月 24(木) 34 名中 15 名出席 

   出席率 50.0% 前回修正 66.6% 

   メイクアップ 

  なし 

３．ニコニコ BOX 

   

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

3 月 24日例会 

 

高橋照幸君：「妻の誕生祝ありがとうございました。

新年会以来の参加です。よろしくお願いします。

（5,000円）」 

川辺助之君：「双葉町のそれぞれの店のボトル無事

でした。高いボトルでしたので？ボックスします。

（5,000円）」 

照井敬孝君：「岩手県マスターズスキー技術戦に参

加して優勝しました。これからも体に気をつけて連覇を

目指します。（3,000 円）」 

 

 

♦ シーフードサラダ 

♦ 海老と山菜のウニソース炒め 

♦ 油淋鶏 

♦ ライス・スープ・搾菜 

♦ 杏仁豆腐（フルーツ入り） 



 

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 
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4 月 5 月 6 月 

母子の健康月間 青少年奉仕月間 ロータリー親睦活動月間 

【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 

【会員誕生】 
小野健太郎 
【夫人誕生】 
大久保澄江(憲一)、 
阿部俊子(豊治) 
【結婚記念】 
小野健太郎、阿部豊治 

8(金) 
会長ｴﾚｸﾄ菊池忠彦君 
「My Rotary 登録」 

5 休会 2 
クラブ協議会 
年間活動報告① 

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 
9 

クラブ協議会 

年間活動報告② 

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 
16 会長幹事事業報告 

28 休会 26 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

小田島修司君 

23 
クラブ行事 
最終夜例会 
会場未定 

30 休会 

第 2663回例会 
 2022/3/24 

  会長の時間  照井敬孝会長 
・来月の例会からは通常の時間で開催する予定です。 
・地区大会において当クラブの青少年育成奉仕活動プログラム
がガバナー表彰を受けることに決まりました。 
・昨日の選抜高校野球において花巻東高校が出場しましたが、
惜しくも敗退いたしました。夏の甲子園での活躍を期待します。 
・釜石の奇跡で紹介しました菊池さん（26才）が岩手日報の
記事に「母親になり、今は娘が主役になり、前を向いて生きる希
望が持てました」と綴っておりました。11年間つらい思いをしなが
ら生きて来たのだなと感じております。 
・2月 6日に岩手県マスターズスキー技術戦が有りました。内容
は、大回り、小回り、総合滑走、こぶ斜面滑走の 4種目をいか
に綺麗に、早く滑り降りてくるかを競います。65歳以上のクラス
に出場し、優勝する事が出来ました。良い成績を残す事が出来
ましたので、ボックスします。来年以降も連覇を目指します。 
・スキーつながりで今日は高梨沙羅さんのお話をします。 
自分と沙羅さんの接点は、沙羅さんのお母さんと従姉妹にあた
る方と３０年来の付き合いが有ります。そのつながりで、沙羅さ
んの近況なども聞いたりしております。現在はクラレに所属してい
ますが、その他に１１社とスポンサー契約を結んでいるそうです。
小、中はバレーをやっていて、体幹がすごく強かったそうです。小さ
い頃より父親にフォームを教え込まれたそうです。スポーツばかりで
なく、頭も良くて、高校はインターナショナルスクールに入り入学
４か月後には高校課程修了認定試験に合格しました。早く競
技の練習環境を整えるために、１日１１時間勉強して合格し
たそうです。目標のために一生懸命努力する姿は芯が強く、底
力が有ると思いました。 
 

会員卓話 

高橋照幸君  
 私は「郷土芸能の伝承について」をライフワークにしていま
す。神楽を始めて４５年、子供達にも伝承活動をしていま
す。最近はコロナの影響でなかなか練習する場所が取れな
くて困った毎日を送っております。 
 本日は神楽を舞う時に中指に着ける物をサンプルとして
持ってきました。名前は九字と言います。九字はお守りみた
いなもので、くじを持っているとお産が軽くなるとか家畜の病
気が治るなどと信じられて来ました。 
 早池峰山を一つの霊場として当時の山伏の修験者の
方々が、早池峰山に登って修行しました。早池峰山は火山
ではなくて海底が隆起して出来た山で、その地層は日本で
最も古いものの一つになります。 
 神楽の始まりは天照大神を岩戸から出す為に天岩戸の
前で踊ったのが始まりとされております。神楽の？を調べ始
めると色々な事が分かり面白いです。機会が有ればまたお
話しします。今日お渡しした九字はお守りとしてお持ち帰り
下さい。 
（詳細は配布資料を参照してください） 
  

委員会報告  
米山奨学会委員長 岩舘正明君 
 
米山奨学会より寄付金の報告書が届いておりますので読
み上げます。普通寄付が２０１，０００円、個人平均
が５１１１円、普通寄付金累計が８，５９１，７０
０円、特別寄付金累計が８，１２１，５８１円で合
計１６，７１３，２８１円になります。花巻南ロータリー
クラブは普通寄付額の単価が６，０００円ありますので
是非このまま続けて行ってもらいたいです。 


