
                                     
 

        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 2671 回例会 令和 4 年 6 月 9 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 

・花巻市友好都市交流委員会情報誌 

「ひと花」第 29 号配布について 

〔花巻市友好都市交流委員会 

 会長 佐藤良介〕 

・2022 年 6 月国際ロータリー為替レート  

 1 ドル 127 円 

〔第 2520 地区 ガバナー事務所〕 

・ロータリーカード加入のお願い 

〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木俊一〕 

 

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 2670 回例会会報 

  会長の時間資料 

 ２．出席 

  ●6 月 2(木) 34 名中 22 名出席 

   出席率 68.7% 前回修正 78.1% 

   メイクアップ 

 5/26(木)だいわフルーツパーク気仙訪問 

照井敬孝君・伊藤智仁君・藤本莞爾君・ 

奥山隆君・鎌田定悦君・似内裕司君・ 

藤本純一君・栗原祐二君・富沢良一君・ 

照井正樹君 

 

３．ニコニコＢＯＸ 
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お膳  

♦ 天婦羅 

  海老・帆立・茄子・カボチャ・蓮根・ピーマン 

♦ 刺身 宮古サーモン 芽物 

♦ 茶碗蒸し 

♦ 小鉢 

♦ ご飯・味噌汁・香の物 

♦ 甘未 

6 月 2 日例会 

 

伊藤拓帆君：「誕生祝いありがとうございました。 

(3,000 円)」 

川辺助之君：「吉田栄子君の店、「ルージュ」の 

ゴルフコンペで優勝しました。 

ボックスします。(5,000円)」 

佐々木繁樹君：「早退します。(1,000 円)」 
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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 
ガバナー補佐訪問 
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 
夜例会 

ホテルグランシェール花巻 
25 未定 

30 休会 

第 2670回例会 
2022/6/2 

 会長の時間 照井敬孝会長 
 

 先週、花巻北ロータリークラブ創立 50 周年記念式典・

祝賀会に出席して来ました。非常に立派な式典・祝賀会

でした。大会のテーマ「不易流行」は松尾芭蕉が奥の細道

を旅する中で、体得した概念だと言われております。「不

易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たな

らず」というものです。 「不易」は、いくら世の中が変わって

も変わらないもの、変えてはいけないもの、「流行」とは世

の中の変化とともに変わっていくものという意味です。事

業内容も、35 年間続けている少年野球大会など素晴ら

しいなと思いました。 

先日、会員の阿部豊治さんが入院されているという事

をお聞きし、お見舞いを例会後、届けてまいります。 

29日の日曜日には 22年度の地区研修・協議会が盛

岡で行われ、次期ガバナーの天沼ガバナーエレクトからも基

本方針が示されたことと思います。 

 本日はロータリーが行っているウクライナへの支援につい

ての資料を用意して来ました。MyRotary からの引用で

す。ざっと説明しますので、あとは各々よくお読みください。 

私個人の意見ですが、国のトップは国益優先ではなく、

人命を尊重して考えていただきたいと思います。 

  

年間活動報告① 
会計・会員増強委員長 富沢良一君 
ひとえに会員皆様のご協力により、正確な会計事務を行
う事が出来ました。ありがとうございました。 
会場監督 奥山 隆君 
今回は 4 つのテストはソングを使わず、全員に担当してい
ただきました。ご協力ありがとうございました。 
クラブ奉仕(会長エレクト) 菊池忠彦君 
イノベーション戦略会議においては、青少年奉仕に力を入
れることを確認し、会員増強においては 3名の新入会員
が入会しました。ありがとうございました。 
クラブ奉仕(副会長) 嶋 利幸君 
クラブ奉仕の各委員長、副委員長様方、コロナ禍の中で
例会をスムーズに滞りなく進行していただいてご協力ありが
とうございました。感謝申し上げます。 
職業奉仕大委員長 照井正樹君 
だいわフルーツパーク気仙の事業所見学をさせていただきま
した。鎌田定悦さん、藤本純一さん、栗原祐二さんありが
とうございました。事業として一つの形が出来ました。 
青少年奉仕大委員長 宮澤一郎君 
先月、学校の先生と生徒さんをお招きしまして、現状と将
来的に考えている事についてお話しいただきました。晴らし
いスピーチを聞く事が出来て良かったと思います。 
国際奉仕大委員長 山口和久君 
3月 10日に花巻国際交流協会の藤原正己さんをお招き
して国際交流の事業の説明と、協会の活動等の講話をし
て頂きました。 
ロータリー情報委員長 高橋 誠君 
例会のネットワークでの情報提供と参加の試行を行いまし
た。運用までには至りませんでしたが、アーカイブ（記録を
残す）を目的として、次年度は出来たらいいのかなと思い
ます。ご協力ありがとうございました。 
職業分類・会員選考委員長 川辺助之君 
吉田栄子君が入会した後に女性会員を増すという目標で
したが、達成できませんでした。人材が適合する人はなか
なかおらず難しいですが、来年もがんばりたいと思います。 
 
 
 
 
  

慶祝 
会員誕生日 
伊藤拓帆君(5 月) 
    


