
                                     
 

        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 2672回例会 令和 4 年 6 月 16 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 

・2023 年メルボルン国際大会のご案内 

〔ガバナーエレクト事務所〕 

・2022 年規定審議会 クラブと地区に関連する 

重要な変更 

〔国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室〕 

・令和 4 年度特別会員の会費納入について(お願い） 

〔花巻市防犯協会 副会長 高橋一正〕 

・令和 4 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 

会費納入について（御礼） 

〔花巻市勤労青少年ホーム運営協力会 会長 藤沼 弘文〕 

・市民憲章運動推進第 11回東北ブロック研修会 

について（ご案内） 

〔花巻市市民憲章推進協議会 会長 三田望〕 

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 2671 回例会会報 

  会長の時間資料 

 ２．出席 

  ●6 月 9(木) 34 名中 15 名出席 

   出席率 51.7% 前回修正 65.5% 

   メイクアップ 

  なし 

３．ニコニコＢＯＸ 

 

 

 

   

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

  

♦ 鶏サラダ 

♦ 帆立とニンニクの芽炒め 

♦ 白金豚と野菜のセイロ蒸し 

♦ ライス・スープ・搾菜 

♦ 杏仁豆腐 

6月 9日例会 

花巻北 RC 菅原利直様：「50 周年記念式典・祝賀

会大変ありがとうございました。(3,000円)」 

花巻北 RC 鎌田憲幸様：「北 RC50 周年参加ありが

とうございます。(3,000円)」 

鎌田定悦君：「だいわフルーツパーク気仙が NHK の番

組に高田市の復興事業として 2 回放送されました。ま

た、南国フルーツの見学施設 7 月 2 日よりオープンしま

すので見学にいらしてください。(5,000円)」 

大久保憲一君：「妻の誕生祝ありがとうございました。

(3,000 円)」 

高橋照幸君：「しばらくぶりで出席しましたのでボックス

します。色々お祝いありがとうございます。(5,000 円)」 

 



 

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 
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 2671回例会 
2022/6/9 

 会長の時間 照井敬孝会長 
 

 本日は花巻北 RCから 2名のゲストがお見えになってお

ります。先日の 50 周年記念式典・祝賀会、誠にご苦労

様でした。大変立派な式典、祝賀会で感動いたしまし

た。今日は当クラブの当日参加できなかった会員の分も

記念品を用意していただきまして感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

2022年度規定審議会の決定にあたり、クラブと、地区

に関連する重要な変更が発行されましたという案内が来

ております。21 項目の変更が有った内の一部を紹介しま

す。出席に関する事項：ローターアクターは招待されなくて

もロータリー衛星クラブの例会に出席できることが明文化さ

れました。報告に関する事項：クラブが地区ガバナーに月

次出席報告を提出する義務は廃止されました。衛星クラ

ブに関する事項：衛星クラブの会員は一つのスポンサーク

ラブのみの会員である必要はなくなりました。 

6 月は食育月間です。食育とは、生きる上での基本で

あって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの。もう 1

つは様々な経験を通して、食に関する知識と、食を選択

する力を習得し、健全な食生活を実践する事が出来る

人間を育てるという事です。詳しくはプリントご覧ください。 

 

年間活動報告② 
出席奨励委員長 澤田隆道君 
本年度あと 2回ほど例会が有りますし、メイクアップの機
会も残っておりますので、どうか出席率の向上にご協力お
願いいたします。一年間ありがとうございました。 
プログラム委員長 藤本純一君 
今日まで予定通りのプログラムを遂行できたことは皆様が
協力してくれたおかげだと思っています。来年度も似内副
委員長と共にプログラム委員長をやりますのでよろしくお願
いします。 
会報・雑誌・広報委員長 渡辺正乃君 
2年連続で週報の作成をしました。皆さんの協力により滞
りなく発行する事が出来ました。ありがとうございました。 
青少年奉仕小委員長 高橋照幸君 
地元において小、中学生に郷土芸能を教えるという事で
青少年育成に携わっております。7月 3日、文化会館で
みちのく神楽大会が 3年ぶりに開催されます。私どもも出
席するという事で、土曜日毎晩練習に励んでおります。 
米山奨学会委員長 岩舘正明君 
米山奨学会は民間最大の留学生奨学団体として、果た
す役割の重要性と可能性はますます大きくなっています。
普通寄付は年間 6000円を全員が納めています。一年間
大変お世話になりました。ありがとうございました。 
友好クラブ委員長 鎌田定悦君 
5月 15日に友好クラブである大和ロータリークラブ創立 60
周年記念式典・祝賀会があり 5名出席しました。これを機
にコロナ禍で途絶えた交流を復活させ、親睦を深めたいと
思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
 
  

会員誕生日(5 月) 
古希のお祝い 
高橋照幸君 
    

花巻北 RC50周年実行委員長 菅原利直様 

花巻北 RC50周年記念事業副委員長 鎌田憲幸様 

当クラブ 50周年の記念式典・祝賀会の 

開催に際し、多大なご協力を頂きまして 

ありがとうございました。 


