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◇ 開会点憧 

1. ロータリーソング   ・・・ それでこそロータリー 

2. ゲスト及びビジター紹介 ・・・ 親睦委員長 

3. 会 長 挨 拶     ・・・ 伊藤 英実 会長 

4. 幹 事 報 告     ・・・ 澤野 義章 幹事 

5. ニコニコＢＯＸ     ・・・ S･BOX委員長 

6. 出 席 報 告     ・・・ 出席委員長 

7. 卓  話        ・・・ 5大奉仕委員長 

8. ロータリーソング    ・・・ 四つのテスト 

◇ 閉会点憧 

                            

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

本日の予定 

5 大奉仕委員長 

「2016-2017 年度 委員会方針発表」 

 

２０１６－２０１７年度 

仙台宮城野ロータリークラブ 
 

例会場 / ホテルメトロポリタン仙台 

℡.022-268-2525 

例会日 / 毎木曜日 12:30～13:30 

事務所 / ホテルメトロポリタン仙台内 

℡ 022-268-3243  

Email ： miyaginorc@dune.ocn.ne.jp 

7 月 28 日（木）夜間例会「フリー例会」 

18:30～ テーマ：今年度活動内容について 

ホテルメトロポリタン仙台 ５階 ルリアン 

8 月 4 日（木）通常例会・理事会 

   卓話：張本智和後援会副会長 髙橋 洋 様 

8 月 11 日（木）祝日のため 休会 

8 月 18 日（木）通常例会 

   卓話：新入会員卓話「私の履歴書」 

ニコニコＢＯＸ（☆7/14） 

☆澤野 義章 幹事 …先週土曜に富山県の立山 3003ｍ

に登ってきました。大雨、強風、低温とあいにくの天

気でしたが、立山雄山神社で祈祷を受けてきました。

苦労した分ご利益ありそうです。 

 

☆冨田 和彦 会員 …今年度初回からお休みしてすみま

せん。私ことではありますが、今度東北ゴム商業組合

の理事長に就くことになり日にちが被りました。でも、

出席免除だからいいですよね。 
 

幹事報告          澤野 義章 幹事 

【本日のゲスト・ビジター】  

ご訪問頂きありがとうございます 

○大泉会計事務所 公認会計士 大泉 裕一 様 

○大江 勝男 様 仙台青葉ＲＣ 

 

・７月７日に開催されました定例理事会議事録をご報

告させて頂きます。 

 

・卓球選手で 2020 年オリンピック候補生 張本智和

君支援について、8 月 4 日に卓話を頂く予定です。

募金の形で皆様よりご支援賜りたいと思いますの

で、ご協力宜しくお願い致します。 

8 月 4 日まで受付に募金箱を設置致します。 

 

・次週 7 月 21 日は、片岡ガバナー補佐を例会にお迎

えいたします。 

卓話は「5 大奉仕委員長の方針発表」となりますの

で、皆様ご出席ください。 

なお、例会終了後には「クラブ協議会」を開催いた

します。各委員長の皆様ご準備をお願い致します。 

 

・仙台南ＲＣより、クラブ週報のＨＰ閲覧のお願いが

届いております。 

 

・仙台いのちの電話より事務局長交代のお知らせと、

事業案内が届いております。 

 

会長報告          伊藤 英実 会長 

・大村ＲＣ会員 鶴田 公成 様 が、７月８日にご逝

去なされました。ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福

をお祈り申し上げます。 

 

・7月 7日の理事会で 土屋 孝治 氏の入会が承認され

ました。次週 21 日に入会式をとり行いますので、宜し

くお願いします。 

例会変更のお知らせ 

次週 7月 28日（木）は夜間例会を開催いたします。 

昼間の例会はございませんので宜しくお願い致します。 

18：30～ ホテルメトロポリタン仙台 5階 ルリアン 

mailto:miyaginorc@dune


 

7月 14日卓話報告 

 

 

 

 

 

この度はお招きいただきまして、ありがとうございました。 

筆跡心理学とは筆跡に書く人の人間性がどのように表れるかを心理学的に分析研究した統計学です。 

「筆跡鑑定」は書いた人物を特定するものですが、「筆跡診断」はその文字が書かれた時の心理状態を診断しま

す。つまり、その方の性格や行動傾向を読み解くことが出来るのです。 

 さて、なぜ筆跡から性格が読み取れるのでしょうか？文字は「字を書こう」として意識的にペンを走らせるも

のではありますが、重要書類でもない限り、「どこから書き始めよう」とか「次の文字は〇〇だから…」などと強

い意識を持って書くことは少ないでしょう。筆跡は無意識が書かせるといわれ、無意識化の行動の表れを視覚化

したものといっても過言ではありません。 

私たち筆跡心理士の仕事は大きく分けて二つあります。筆跡から今の状態を読取り、希望する未来像に合わせ

て筆跡のアドバイスをすることと、適材適所を見抜くことです。前者は個人様からのご依頼ですが、後者は企業

様の人事管理や採用で用いられています。 

 行動はビデオなどで記録でもしない限り残ることはありませんが、文字として何かに書きつけたものは行動の

痕跡として残ります。筆跡の非常に興味深いところは、何百年も前の時代の人でも字を見ると性格が読み取れる

点です。 

 どのような筆跡にも長所短所があり、字の上手下手も関係がありません。それぞれが懸命に人生を歩んだ結果

が現在の筆跡です。今回は３０分の中で筆跡心理学の入り口と皆様の筆跡を診断するという駆け足の内容でした

が、本日の講演が皆様の未来に少しでもお役にたてましたら幸いです。 

 

     

2015-2016 年度 奉仕活動報告一覧 

クラブ奉仕 職業奉仕 社会奉仕 青少年奉仕 国際奉仕 

澤田 一幸 委員長 塩田 亨 委員長 末永 淳 委員長 伊藤 英実 委員長 森川 昭正 委員長 

2015.9 大村ＲＣ共同

事業の現況報告 

2015.11 職業奉仕卓話 

㈱オオノ 

2015.9 プロ野球観戦

親子招待会開催 

2015.11 ベガルタ仙台

サッカー教室開催 

2015.12 ネパール支援

100,000 円 

2015.7 クラブ協議会 

2016.1   〃 

2016.6 職場訪問 

ミカド電機工業㈱ 

2015.10 東日本豪雨災

害義援金 150,000 円 

米山記念奨学会 

150,000 円 

2016.5 ソウル国際大

会参加（13 名） 

2016.3 地区大会 

全会員登録 

 2015.12 光のページェ

ント協賛金 50,000 円 

米山ぶたさん募金 

5,611 円 

ポリオプラス協力金 

124,000 円（＄1,000） 

2016.5Ｒ勉強会の開催  2015.12 宮城県交通事

故遺児支援 300,000 円 

  

 

※2014 年 2 月からドナルド・マクドナルド・ハウスせんだいの「リフレ

ッシュプロジェクト募金委員会」世話人として支援継続。2016.6 月に募

金額が達成され、工事も無事終了いたしました。2016.6.23 にお披露目

会が行われ、佐藤優昭会長(2015-2016)が出席されました。 

筆跡心理学  

～文字が変われば未来が変わる～ 

日本筆跡学院一級筆跡心理士 加藤 潤子 様 


