
                                     
 

        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 2670 回例会 令和 4 年 6 月 2 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 

・ハイライトよねやま Vol.266 

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学〕 

・地区大会パンフレット正誤表 

〔2021-22 年度ガバナー事務所〕 

・2022 年地区研修・協議会連絡事項 

〔2022-23 年度ガバナー事務所〕 

・「戦争を無くそう」10万人請願書名・案内書  

〔NPO 法人 和む〕 

・花巻市防犯協会令和 4 年度通常総会書面議決の 

結果について 

〔花巻市防犯協会 会長 上田東一〕 

・令和 4 年度花巻市市民憲章推進協議会総会資料 

の送付について 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望〕 

・令和４年度花巻市友好都市交流委員会総会の 

書面決議結果報告について 

〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

・令和 4 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 

定期総会議案承認、および会費納入について（お願い） 

〔花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 

 会長 藤沼弘文〕 

・大和 RC 創立 60 周年記念式典の御礼 

〔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 2668 回例会会報 

  会長の時間資料 

 ２．出席 

  ●5 月 19(木) 34 名中 19 名出席 

   出席率 61.2% 前回修正 67.7% 

●5 月 26(木) 34 名中 11 名出席 

   出席率 39.2% 前回修正 67.8% 

   メイクアップ 

 5/14(土)陸前高田 RC創立 60 周年記念式典  

  鎌田定悦君・奥山隆君 

 5/15(日)大和 RC 創立 60 周年記念式典 

  照井敬孝君・佐々木繁樹君・伊藤智仁君・ 

  渡辺正乃君・照井正樹君 

 5/15(日)第 2分区 IM ゴルフ 

  川辺助之君・澤田隆道君・吉田栄子君 

 5/28(土)花巻北 RC 創立 50 周年記念式典 

  照井敬孝君・佐々木繁樹君・伊藤智仁君・ 

  藤本純一君・鎌田定悦君・菊池忠彦君・ 

宮澤一郎君・似内裕司君・奥山隆君・ 

澤田隆道君・嶋利幸君・富沢良一君・ 

山口和久君・渡辺正乃君・照井正樹君 

5/29(日)第 2520地区 地区研修・協議会 

  菊池忠彦君・奥山隆君・伊藤智仁君・ 

  渡辺正乃君・嶋利幸君・伊藤拓帆君 

 

 

   

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

♦ 三元豚フィレカツカレー 

♦ スープ ミネストローネ 

♦ グリーンサラダ 

♦ 岩泉ヨーグルトブランマンジェ 
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・本日の例会は人数が少なくて寂しい 

 

 

 

 

第 2668回例会 
2022/5/19 

5月 19日例会 

鎌田定悦君：「母の葬儀では生花、お悔やみありがとう

ございました。また私の誕生日プレゼントありがとうございま

す。(8,000円)」 

澤田隆道君：「ロータリー第 2分区 IM ゴルフコンペ楽し

く参加させていただきました。団体戦 7位でした。(3,000

円)」 

菊池忠彦君：「誕生祝いありがとうございました。61才と

なりました。今年は忙しそうです。頑張ります。(3,000

円)」 

渡辺正乃君：「妻の誕生祝ありがとうございます。観桜

会欠席でしたが思いがけず白金豚のお土産ありがとうござ

いました。(5,000円)」 

嶋 利幸君：「結婚記念のケーキいただき、ありがとうご

ざいました。アンジュさんのチョコバナナケーキとってもおいしく

いただきました。(3,000円)」 

吉田栄子君：「観桜会後、コロナ陽性になり皆様には大

変ご心配と迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。私

一人だけで店でクラスターがおきず、皆様にもクラスターが

出ずホッとしました。本当にごめんなさいでした。(10、000

円)」 

照井正樹君：「大和 RC60周年行事に参加して来まし

た。しっかりと友好を深めてきました???(3、000円)」 

照井敬孝君：「無事に「大和ロータリークラブ創立 60周

年記念式典」に行ってきました。会長という立場で出席

し、非常にいい体験をさせていただきました。皆さんに感謝

いたします。(5、000円)」 

伊藤智仁君・佐々木繁樹君・渡辺正乃君：「(各 3、

000円)」 

 

5月 26日例会 

鎌田定悦君：「陸前高田市のだいわフルーツパーク気仙

に見学いただきましてありがとうございます。(10,000円)」 

照井正樹君：「今日は職業奉仕委員長としてだいわフル

ーツパーク気仙を訪問してまいりました。委員長としては企

画はおろか何もしていませんが、鎌田定悦さんのおかげで

大変すばらしい事業となりました。ありがとうございました。

(5,000 円)」 

照井敬孝君：「2年ぶりの家族会の旅行を行う事が出

来、うれしく思っています。企画していただいた藤本純一さ

んありがとうございます。(5,000円)」 

似内裕司君：「久々の大型バスでの小旅行、お天気、そ

してガイドに恵まれ楽しい一日を過ごさせていただき、あり

がとうございました。また、電車の都合とはいえ、皆様をお

待たせしてしまいお詫びいたします。(3,000円)」 

富沢良一君：「都合があり、例会は欠席致します。「だい

わフルーツパーク気仙」は素敵な所でした。ボックス致しま

す。(3,000円)」 

千葉 功君：「ボックスです。今日は楽しい一日でした。

(3、000円)」 

伊藤智仁君：「ためになる職業視察、役立てさせていた

だきます。(3,000円)」 

栗原祐二君：「ロータリー家族旅行会、楽しい一日を過

ごさせていただきました。ありがとうございます。(3,000円)」 

 

 会長の時間 照井敬孝会長 

 
 ・大和 RC60周年記念式典・祝賀会出席報告 
 
 5 月 15 日（日）当クラブと友好クラブであります大和
ロータリークラブさんの 60 周年記念式典及び祝賀会に参
加してまいりました。今回はコロナの影響もあると思います
が 55周年の時よりも参加人数が少なかったです。姉妹ク
ラブである台北七星ロータリークラブからもビデオメッセージ
の形でした。式典の内容は 55 周年の時よりも厳粛に進
められていました。 
周年事業の内容を一部紹介します。「未来へつなごう

やさしさを」というテーマで、市民活動推進助成金贈呈と
いう事で 9団体、3個人に対して助成金を贈呈しておりま
した。更に、大和市をホームとして活動している女子サッカ
ーチームに対しても寄付金を贈呈しておりました。 
なお、私の役割として、ホテルに着いてから友好クラブ

締結書にサインをし、祝賀会の締結披露において挨拶を
してまいりました。 
 2 次会において、来年度会長の吉岡善一様より挨拶
があって、例会時の卓話は知り合いを呼んでスピーチをし
て頂こうと思っていると仰ってました。伊藤幹事によると、
大企業の社長なども予定されているようです。当クラブで
もぜひリモートで大和ロータリーさんの例会に参加できれば
なと思っております。 
 後日、伊藤幹事にお礼の電話を入れた際に、大和ロー
タリーでもインターアクト校を持ちたいという話が出まして、
役に立てることが有れば協力しますと返事をしました。 
 今回、会長の立場で大和ロータリーさんの 60 周年記
念式典・祝賀会に参加してきて非常に得るものが大きか
ったなと思っております。皆様には送り出して頂きありがと
うございました。 

会員卓話 渡辺正乃君 
 
「スチール製屋根材と他の屋根材との違いについて」 
 
今回の卓話は上記のテーマについて動画を視聴いただきまし
た。 
 
 
 

 
 
 
 
 
動画をご覧いただいたように当社で使用しているカラー鋼

板は瓦やセメント系の材料に比べ取り扱いが容易で重量が
軽く、建物への負担が少ない材料になります。更に他の材
料よりも沢山の色や柄、デザインが有るので、よりお客様の
好みに合わせる事が出来ます。 
 最後に、昨今は SDGｓが叫ばれておりますが、鋼板製の
屋根、外壁、雨樋の材料は他の材料と違い、改修工事で
取り外した古い物や、新築工事における端材などは鉄くずな
どの回収業者に出す事により、再生されて使われており、循
環型社会にも貢献できていると思います。そういった意味で
は、最近プラスチック製の雨樋がはやりですが、当社としては
鋼板製の雨樋の使用を進めて行きたいと思います。 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ロータリー家族会 
大船渡・陸前高田 

企業訪問:だいわフルーツパーク気仙 
 2022/5/26 

5 月度慶祝 
菊池忠彦君 
鎌田定悦君 

2022-23 年度 

第 2520 地区 

地区研修・協議会 
2022/5/29 

盛岡グランドホテル 

第 2669 回例会 夜例会 
ロータリー家族会 

ホテルグランシェール花巻 
2022/5/26 

花巻北ロータリークラブ 

創立 50 周年記念式典・祝賀会 
2022/5/28 

ホテル紅葉館・ホテル千秋閣 

乾杯の挨拶 

伊藤智仁パストガバナー講評 



 

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  

  

 

6 月 7 月 8 月 

ロータリー親睦活動月間 新年度役員就任 会員増強・新クラブ結成推進月間 

【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 

【会員誕生】 
照井正樹 
【夫人誕生】 
本舘睦子(憲一)、高橋直子(誠) 
【結婚記念】 
佐藤寧 

【会員誕生】 
なし 
【夫人誕生】 
小野由希恵(健太郎)、 
伊藤千秋(智仁) 
【結婚記念】 
なし 

2 
クラブ協議会 
年間活動報告① 

7 
会長所信表明 
幹事挨拶 

2(火) 
ガバナー公式訪問 
ホテル紅葉館 

9 クラブ協議会 
年間活動報告② 

14 
クラブ協議会 
年間活動計画 

11 休会 

16 会長幹事事業報告 
この一年を振り返って 

21 
クラブ協議会 

決算報告・予算審議 
18 未定 

23 
クラブ行事 
最終夜例会 

ﾎﾃﾙグランシェール花巻 28 未定 25 未定 

30 休会 


