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◇ 開会点憧 

1. ロータリーソング    ・・・ 我らの生業 

2. ゲスト及びビジター紹介 ・・・ 親睦委員長 

3. 会 長 挨 拶     ・・・ 澤田 一幸 会長 

4. 幹 事 報 告     ・・・ 塩田  亨 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        ・・・ 木村 浩二 様 

8. ロータリーソング    ・・・ 四つのテスト 

◇ 閉会点憧 

                            

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

２０１7－２０１8 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 

仙台市青葉区中央 1-1-1℡.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 fax022-268-3296  

Email ： miyaginorc@dune.ocn.ne.jp 

例会予定 

7 月 20 日（木） 通常例会 

  卓話：人財育成研究所 創生社 髙野匡様 

7 月 27 日（木） 例会・クラブ協議会 

  12：30～13：00 例会 

  13：00～14：00 クラブ協議会 

 ※各委員長は発表の準備をお願い致します。 

本日の予定 

ブラキムラ事務所  

主宰 木村 浩二 様 

「伊達政宗のまちづくり」 

会長報告           澤田 一幸 会長 

・2017-2018 年度ガバナー事務所開設のご案内が届

いております。 

・2016-2017 年度ガバナー事務所よりガバナー年度

の御礼と事務所閉鎖のご案内が届いております。 

 

7/6 ニコニコ BOX 

☆澤田 一幸 会長…2017-18 年度が始まりま

した。今年 1年間宜しくお願い致します。 
 

☆塩田 亨 幹事…1年間宜しくお願いします。 
 

☆冨田 和彦 会員 …会長・幹事、今年度宜しくお

願い致します。 
 

☆佐藤 優昭 会員 …澤田会長・塩田幹事、今年 1

年間よろしくお願いします。 
 

☆延川 正英 会員 …澤田会長・塩田幹事、今期 1

年間宜しくお願い致します。 
 

☆荒若 健志 会員 …澤田会長・塩田幹事、1年間

宜しくお願い致します。 
 

☆横山 昭一 会員 …伊藤前会長、澤野元幹事昨

年はご苦労様でした。澤田会長・塩田幹事を中

心に本年度楽しく活動いたしましょう。 
 

☆畑中 健作 会員 …今年ニコニコ委員長になり

ました。宜しくお願い致します。 

 

幹事報告            塩田 亨 幹事 

【本日のゲスト】 

入会予定者：仙台ターミナルビル㈱ 

ホテルメトロポリタン仙台 営業統括部長 本川武志様 

 

・7 月 3 日に開催されました、7 月度合同幹事会の議事

録が届いておりますので回覧いたします。 

・ガバナー月信、ロータリーの友を本日配布させて頂き

ました 

・地区国際員会より「青少年交換プログラム派遣留学生

の募集」のご案内が届いております。推薦希望の場合

は、会長幹事または事務局までお知らせください。 

・山田 RCより「やまだの作文・第４５集」が届いており

ますので回覧いたします。 

・各 RCより、2017-2018年度前期の例会変更のお知らせ

が届いておりますので回覧いたします。 

mailto:miyaginorc@dune


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017-2018 年度 7 月度定例理事会 議事録 

                   2017.7.6 13：30～14：00               幹事 塩田 亨 

【議題】 

1．退会会員・新入会員について 

・前年度 6 月末退会会員  林 優子 さん、末永 淳 さん、澤野 義章 さん 

・新入会員の推薦     本川 武志 さん (推薦者：伊藤英実会員・澤野義章さん)         【承認】 

 

2. 2017-18 年度 クラブ予算案について  

・2016-2017 年度収支決算および 2017-2018 年度収支予算案が承認された。 

・予算案の新入会員会費へのご質問を頂いたが、今月入会者 1 名が決定していることと、年度中に会員増強目標達

成のため会員皆様にご協力頂きたいとの旨説明がなされた。 

 

3．第 1 回クラブ協議会（7/27）のご案内 

・例会 12：30～13：00 クラブ協議会 13：00～14：00 で開催いたします。            【承認】 

 

4. ガバナー公式訪問（9/21）のご案内 

・会長幹事会   11：30～12：30 ５階 松の間   

・公式訪問例会  12：30～13：30 ５階 ルリアン ※全会員出席対象 

 例会終了後、記念撮影あり                                  【承認】 

 

5. インターアクトクラブ設立について（青少年奉仕委員長より） 

・横山青少年委員長より説明があり、今後も検討していくこととする              【継続審議】 

・2017 年 8 月 4 日のインターアクト年次大会へ会長・幹事が出席する 

 

6. その他 

・大村 RC との交流について理事の皆様からのご意見を伺い、今後も検討していく 

・千葉会員への災害見舞について、会長・幹事へ一任とする 

・通算 1,000 回例会についてどうするのか今後検討していく。OB も呼んではどうかとのご意見も出された。 

・会長方針にある植樹について、地球温暖化が進む中、仙台で一人一本程度の植樹で良いのか、また関係する勉強

会などの企画も必要なのではというご意見を頂き、今後検討していく 

・プログラム委員会より 7 月の予定が提案され、承認された。今後も会員のご協力をお願いします。 

以上 

 

2016-17 年度 米山記念奨学会募金 「ぶたさん募金」 

皆様にご協力頂き、５，２８８円となりました。ありがとうございます。 

今年度も例会場入口に設置いたします。 

皆様のご協力宜しくお願い致します！ 

2017-2018 年度 第１回例会報告 

「会長・幹事 バッジ交換」 

 
伊藤前会長１年間大変お疲れ様でした！ 

澤田会長、塩田幹事、１年間宜しくお願い致します！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 6 日卓話報告「会長・幹事 就任のご挨拶」 

2017-2018 年度 会 長 方 針 

澤田 一幸 会長 

2017-2018 年度の RI 会長である、イアン H.S.ライズリー氏のテーマは、「ROTARY：Making a Difference」とな

ります。 

これは、「ロータリーとは何ですか」という問いに、「ロータリー：変化をもたらす」というテーマで答える、との

ことです。それは、奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらせると信じているから、とあります。そして、「私たちが

ロータリーにとどまり続けるのは、ロータリーで充実感を得ることができるから。この充実感は、毎週、毎年、「変化

をもたらす」ロータリーの一員であることから湧き出てくる。」ということです。 

 

今年度の宮城野ロータリークラブは、「共に活動し、共に奉仕し、共に頑張る」宮城野ロータリアン全員が一つのチ

ームとして活動するようなクラブにして行きたいと考えております。 RI 会長方針と藤崎ガバナーの方針を受け、こ

れまでの継続的な活動に加え、今年度の方針を掲げさせていただきます。 

 

１． 重点奉仕活動 

① ポリオの撲滅：ロータリーの長年の夢の実現に貢献をする 

② 木を植える：RI 会長方針に基づき、会員一人１本の木を植える 

③ 青少年への奉仕：多面的に青少年への奉仕を行う 

 

２． クラブのサポートと強化 

クラブの会員基盤を広げるために、会員の純増を行う    ・40 歳未満の会員の純増 

次世代のリーダー育成のために、若い会員の入会を促進する ・女性会員の純増 

「地域社会のすべての人とつながり、すべての人を代表し、支援するためにリーダーシップを発揮できる」女性を

ロータリーが必要としており、女性会員の入会を促進する。 

 

３． ロータリー公共イメージと認知度の向上 

ロータリーが何をやっているのかを明らかにし、新しく会員が入りたいと思えるようなクラブ運営を行う。 

 

2017-2018 年度は、宮城野ロータリークラブに入会して良かったと思えるようなクラブ作りが出来るよう、精一杯

活動をいたしますので、会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

2017-2018 年度 幹 事 方 針 

塩田 亨 幹事 

未だロータリークラブ活動について思慮・経験不足の感は否めませんが、澤田会長の方針の基に、誠意と情熱をも

って、職務を執行して参る所存です。特に、当クラブの特徴である「青少年奉仕」に関わる活動を維持し、未来への

継承となる年度にしたいと考えております。つきましては、下記の基本方針にて取り組んで参りますので、会員の皆

様のご理解とご支援をお願い申し上げます。 

 

○ 会長方針の活動項目について、具体的な企画を検討し実践します 

○ 例会・理事会をはじめとする諸会合の設営や奉仕活動について、 

各委員会と調整・連携を密に図り、適切に運営して参ります 

○ 会員間の交流を深めます 

○ 適切な予算の執行と管理に努めます 


