
                                     
 

        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 2665 回例会 令和 4 年 4 月 14 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 

・ガバナー特別賞の件 

・RLI 研修パートⅢ修了書 

・2022 年 04 月国際ロータリー為替レート 1 ドル１22 円 

〔ガバナー事務所〕 

・2022 年地区研修・協議会開催のご案内 

 〔国際ロータリー第 2520 地区  

ガバナーエレクト 天沼久純〕 

・大和 RC60 周年記念式典 原稿のお願い 

〔大和 RC 会長 本田誠一〕 

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 2664 回例会会報 

  会長の時間資料、My Rotary 登録資料 

 ２．出席 

  ●4 月 8(金) 34 名中 16 名出席 

   出席率 58.6% 前回修正 62.0% 

   メイクアップ 

  3/27(日)会長エレクト研修セミナー 

  伊藤智仁君・菊池忠彦君 

３．ニコニコ BOX 

   

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

4 月 8 日例会 

植村和雄君：「結婚記念、妻の誕生日をお祝いいた

だき、ありがとう御座います。（6,000 円）」 

澤田隆道君：「妻の誕生祝ありがとうございます。職

業訓練校入校式のため欠席します。（5,000 円）」 

似内裕司君：「結婚記念日のお祝いありがとうござい

ます。（3,000円）」 

吉田栄子君：「2 人目の孫が生まれ、念願の女の子

‼とても嬉しいです。BOX します。（3,000円）」 

佐々木繁樹君：「4月 2 日に 28回目の結婚記念

日を迎えました。（3,000 円）」 

照井正樹君：「早退します。（1,000 円）」 

栗原祐二君：「結婚記念祝いありがとうございます。

（3,000円）」 

奥山 隆君：「52回目の結婚記念日を迎えます。こ

れからも、夫婦仲良く健康で、頑張りたいと思いますの

で、今後共よろしくお願い致します。（3,000 円）」 

 

♦ ビーフカレー 

♦ スープ ポティロン 

♦ グリーンサラダ 

♦ ライス 

♦ デザート 

  岩泉ヨーグルトのブランマンジェ、フルーツ 



 

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  

  

 

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 
この一年を振り返って 

28 休会 26 

職場見学 陸前高田市
大和ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ気仙 
職業奉仕委員会 
担当：照井正樹君 

23 
クラブ行事 
最終夜例会 
会場未定 

30 休会 

第 2664回例会 
 2022/4/8(金) 

  会長の時間  照井敬孝会長 
 
 4月は母子の健康月間になります。母子手帳とは？と言う資
料を持ってきたので読んでみてください。母子と健康月間が認定
されたのが、2014 年 10 月の RI理事会で決定されました。決定
された経緯は 3 つあり、1 つ目は 5 歳未満の幼児並びに妊婦の
死亡率と、罹患率を消滅させる。2番目として母子に対して医
療サービスを提供する。3 番目は保健従事者の研修や母子保
健に関した専門職に対する支援をすると言う 3 つがロータリーの
理事会で設けられた月間の目標になります。 
 母子健康手帳は、世界に対しても大きな影響を与えました。
日本独自に発展した母子健康手帳ですが、1980年代に、特殊
法人国際協力事業団の研修で、日本を訪れていたインドネシア
人の医師が、母子の健康に貢献する有効性に着目し、母国で
の普及を思い立ってこれをインドネシアで国際協力事業団の働き
かけにより 1989年から試験的にこの手帳の配布を開始しまし
た。日本政府もこれの支援に乗り出して 1998 年からは母と子の
健康手帳プロジェクトとして、普及が進められました。 
 ロータリーはどのようにかかわっているかと言うと、ロータリーとして
目標に掲げている事は出産ケアの改善で妊産婦と赤ちゃんを守
る事です。乳児死亡率が一番高い国はモンゴルです。モンゴルで
母子の健康改善のために、ロータリー会員が率いるチームが医療
従事者への研修に当たっております。このプロジェクトの成功によ
り、モンゴル政府が 2011年に掲げた目、標乳児死亡率の割合
を新生児 1000人当たり 15人に激減しました。2019 年は
1.34%となっており、今後、さらに低下すると期待されております。
この様にロータリーでも母子の健康に大きく携わっております。 
 

プログラム My Rotaryの登録について 
担当：菊池忠彦君 

 My Rotary については過去に何度か説明していると思い
ますので、本日は実際に登録を行ってみたいと思います。登
録者数はロータリー全体では３０%位になります。花巻南
は２０%位になります。花巻北が１８%、花巻が３０%位
になっています。花巻南の実際の登録者数は７人です。 
 My登録するためには事前に RIの方に事務局経由でメ
ールアドレスを申請しておかなければなりません。きょうの段
階で RI にメールアドレスが登録されているのは、伊藤拓帆
君、高橋照幸君、山口和久君、吉田栄子さんの４人にな
りますのでこの４人の方々のMy Rotaryへの登録をすでに
登録済みの方々がサポートして登録してみましょう。 
 結果は当日、後日含めて全員が登録する事が出来まし
た。 

４
月
度
慶
祝 


