
                                     
 

        RI 2022-2023 テーマ 

          「イマジン ロータリー」 

         R I 会 長  ジェニファー・ジョーンズ（Windsor-Roseland RC /カナダ） 

           第 2 5 2 0 地 区 ガ バ ナ ー 天沼 久純 （盛岡南ロータリークラブ） 

           花 巻 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 長 菊池 忠彦

 

第2675回例会 令和4年0７月 14日 

Ⅰ．開会点鐘     菊池忠彦会長 

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．新旧会長バッチ交換 

Ⅵ．会長の時間     菊池忠彦会長 

Ⅶ．幹事報告     渡辺正乃幹事 

・8/7(日)第29回豊沢川クリーン作戦のお願い 〔豊沢川

活性化清流化事業推進協議会会長 藤沼弘文〕 

・次年度に当たり各クラブへの文書配信お願い 

〔ロータリー文庫運営委員会委員長 菅原光志〕 

・2022-23年度国際ロータリー第2520地区青少年交換 

プログラム派遣（長・短期）募集 

〔国際ロータリー第2520地区ガバナー 天沼久純〕 

・ポリオデーポータルサイト開設のお知らせ 

〔2022-24年度RI理事 佐藤芳郎〕 

・ガバナー公式訪問について 

〔2022-23年度ガバナー事務所〕 

・７月ロータリーレート１ドル＝136円〔ガバナー事務所〕 

・2022－23年度月信オンライン化について 

〔代表幹事 藤村祐介〕 

・花巻青年会議所創立65周年記念式典の御礼 

〔花巻青年会議所第66代理事長 安部修司〕 

・クラブ・地区支援リソース集 

〔国際ロータリー日本事務局クラブ・地区支援室〕 

Ⅷ．慶祝（月初のみ）  親睦委員会 

Ⅸ．委員会報告  

Ⅹ．ニコニコ BOX    ニコニコ BOX員会 

Ⅺ．出席報告     出席奨励委員会 

Ⅻ．プログラム クラブ協議会 

  会長エレクト 副会長 大小委員長挨拶 

XⅢ．閉会点鐘       菊池忠彦会長 

 

【前回確認事項】 

１．配布 第 2674回例会会報 会長所信表明 

２．出席 33人中 23名出席 

出席率 74.1％ 前回修正 75.7％ 

メイクアップ 

6/26(日)仙台泉RC創立 50周年記念式典 

菊池忠彦君・渡辺正乃君 

6/26(日)花巻青年会議所創立 65周年記念式典 

照井敬孝君 

6/30(木)新旧会長幹事引継会 照井敬孝君 

佐々木繁樹君・菊池忠彦君・渡辺正乃君  

7/5(火)水沢東RC例会、7/7(木)水沢RC例会 

伊藤智仁君 

 

WEEKLY BULLETIN 

HANAMAKI SOUTH ROTARY CLUB 

RI Dist.2520 Japan 

♦ 白金豚カレー 

♦ サツマイモの冷製スープ 

♦ グリーンサラダ ♦ デザート 



 

 
 
 幹事あいさつ 
 
 

幹事の職務と役割を自分なりに理解し 

会長の方針のもと、ウィズコロナ環境に 

おけるスムーズな会の運営に努めます。 

２０年の伊藤ガバナー年度に 

他ＲＣを訪問した際、幹事がしっかりしている会は、活動もしっ

かりしていると感じました。花巻南ＲＣがよいクラブだと、声をか

けてもらえるように頑張ります。 

本日は、午前に仕事のトラブルが発生し役員会に遅れました。こ

れを戒めとし、行動には余裕をもって臨みます。 

 

３．ニコニコＢＯＸ 

 

 

 

 

 
 
・本日の例会は人数が少なくて寂しい 

 

 

 

  

第 2675回例会 
2022/07/14 

７月７日例会 

【菊池忠彦君】新年度が始まりました。頑張ってまいり

ます。一年間よろしくお願い致します。1 万円 

【渡辺正乃君】本年度、幹事を務めます。1 年間頑張

りますのでよろしくお願いします。5千円 

【鎌田定悦君】今年度より会場監督を務めます。一年

間よろしくお願いします。5千円 

【金澤俊司君】今年は出席奨励委員会担当させて頂

きます。自ら出席率アップに努めます。3千円 

【澤田隆道君】クラブ会員の皆様が例年以上に良い年

でより多くのＢＯＸが出来ることを祈念します。5千円 

【照井正樹君】誕生祝いありがとうございます。7月 22

日で 46歳です。菊池会長、渡辺幹事 1 年間よろしく

お願いします。3千円 

【本舘憲一君】妻の誕生祝いありがとうございました。3

千円 

【吉田栄子君】最終例会皆様におこしいただいてありが

とうございました。3千円 

【髙橋照幸君】7月 3日のみちのく神楽大会で練習の

成果を披露することができました。3 千円 

【髙橋誠君】早退いたします。広報のウデをみがきます。

1 千円 

 会長の時間 菊池忠彦会長 

 

私は２００８年の宮沢一郎会長年度に花巻南ＲＣに入

会し１４年目です。２０１４年の伊藤智仁会長時には幹

事を務めました。その年に会で広報を自作するように

なり、私が引き継ぎ、その後代々受け継がれ今に至り

ます。またそのご縁で２０年の伊藤ガバナー年度に

は、代表幹事を務め沢山のクラブを巡回し多くの経験

をしました。 

当時はホームに戻ってくると気が休まったものです

が、いま会長の任を務めるにあたっては、その重責に

全く別の緊張感があります。皆さん一年間、ご協力を

よろしくお願いします。 

なお昨期末には新型コロナの感染を経験しました。換

気と会食の時間に用心すべきだったようです。今後は

気を付けて臨みたいと思います。 
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7 月 ８月 ９月 

新年度役員就任 会員増強・新クラブ結成推進月間 基本的教育と識字率向上月間 

【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 

【会員誕生】 
佐藤 寧、宮澤一郎 
【夫人誕生】 
岩舘裕美(正明)、川辺美代子(助
之) 
【結婚記念】 
本舘憲一、山口和久、鎌田定悦 

7 
会長所信表明 

幹事挨拶 

2

（火） 

３RC ガバナー公式訪問 

花巻温泉 
1 

出席奨励委員長 

金沢俊司君 

14 
ガバナー補佐訪問 

クラブ協議会 
年間活動計画 

11 休会 8 
友好クラブ委員長 

鎌田定悦 

21 
クラブ協議会 

決算報告・予算審議 
18 

会員卓話 

栗原祐二君 

（役員会・慶祝） 

15 
会員卓話 

伊藤拓帆 

28 
移動例会・夜例会 

（グランシェール花巻） 
25 

会員卓話 

富沢良一君 
22 

クラブ奉仕大委員長 

照井正樹 

 会長所信表明 菊池忠彦 「青少年奉仕とイノベーションで活性化を」を今年のスローガンとします。今年度は青

少年奉仕を中心に、従来のすべての奉仕活動とクラブ行事を再開していきます。  

RI 初の女性会長 JE ジョーンズ氏のテーマ「イマジン ロータリー」は、“大きな夢を叶えたロータリーを想像してください“と意

訳されます。また、会員が夢を実現する叶えるために行動し、クラブの魅力を最大限に味わえる場としてのロータリーを思

い描くよう呼び掛けています。また RI では DEI（多様性・公平さ・インクルージョン＝包括）を重要視しています。私達

も奉仕活動によって、地域に与える影響と成果を想像していきます。加えてクラブ運営や会員増強等において、DEI を

取り入れていきます。クラブ戦略立案会議＝イノベーション会議も三年め。さらに三年後には、わがクラブは創立６０

周年を迎えます。将来を見据えて、さまざまな課題を意見を出し合い協議していきます。 

花巻南 RC は少年奉仕活動が核です。インターアクトクラブ校（花巻農高、花巻東高）と、その意味や意義を改めて

確認しあい活動を進めます。また米山奨学生の受け入れを５年ぶり、２３年４月より再開します。その他の活動につ

いても、各委員会には、従来の活動に工夫を加えながらの実施をお願いします。 

・会員増強 新入会３人 

・広報ウェブ 週報発行、ウェブサイト更新、オンライン例会の本格運用 

・職業奉仕 企業訪問再開 

・社会奉仕 従来の清掃活動に加え９月２５日のロータリーデイにも活動を 

・青少年奉仕 インターアクト校進路ガイダンス再開。アンケートを活用して 

・国際奉仕 短期交換留学生の３月派遣と６月受入（オクラホマ） 

 会員企業をはじめ市内で働く海外研修労働者を含めて国際奉仕できることを構想 

・ロータリー財団、補助金活用のための勉強 

・米山奨学生 ２３年４～６月に受入 

・友好クラブ 相互訪問の再開。オンライン例会交流の導入 

・７つの重点分野の再確認、ＤＥＩの導入  


