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◇ 開会点憧 

1. ロータリーソング    ・・・ 君が代・奉仕の理想 

2. ゲスト及びビジター紹介 ・・・ 親睦委員長 

3. 会 長 挨 拶     ・・・ 千葉  健 会長 

4. 幹 事 報 告     ・・・ 小原喜公夫 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        ・・・ 目黒 謙一 様 

8. ロータリーソング    ・・・ 四つのテスト 

◇ 閉会点憧 

                            

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

２０１8－２０１9 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 

1 月 24 日（木）通常例会 

 卓話：会員卓話 小泉会員・上畑会員 

1 月 31 日（木）通常例会 

 卓話：郷土史研究 菅野正道様 

2 月 7 日（木）通常例会・2 月定例理事会 

 卓話：宮城県公害衛生センター 門脇健一様 

本日の予定 

東北大学 CYRIC高齢者高次脳医学研究部門 

未来科学技術共同研究センター 

教授 目黒 謙一 様 

「ブラジル在住高齢者移民： 

認知症調査を通じて見た物語と歴史」 

★ニコニコ BOX（12/13・12/15） 

12/13★千葉会長…我妻会員、澤田会員、本日の誕生日会員卓話宜しくお願い致します。 

    ★澤田会員…誕生日のお祝いありがとうございます。本日は卓話でお話させて頂きます。宜しくお願い

致します。 

12/15☆「クリスマス家族会」お酒の差入れ…千葉会長・延川会員・澤野会員 ありがとうございます。 

    ☆千葉会長…メリークリスマス！今日は素敵なゲストの方々と楽しく過ごしましょう！ 

    ☆小原幹事…本日はクリスマスパーティーお楽しみください！ 

    ☆佐藤優昭会員…千葉会長・小原幹事、やっと折り返し地点ですね、メリークリスマス！ 

    ☆澤田会員…皆さん、メリークリスマス！今年もお世話になりました。 

    ☆澤野会員…皆様、メリークリスマス！実は本日誕生日の澤野です。63 歳になりました。誕生日プレ

ゼント頂戴いたしました、ありがとうございます。 

    ☆塩田会員…皆さん、メリークリスマス！申し訳ありませんが郡山にて社内行事があり欠席します。今

年も大変お世話になりありがとうございました。来年も宜しくお願い致します。 

    ☆丹野会員…来年は年男です。いのししのように頑張ります。 

    ☆横山会員…今夜は楽しく、メリークリスマス！ 

1月のお誕生日 
おめでとうございます！！ 

15日 小泉 智夫 会員 

28日 千葉  健 会員 

1月のロータリーレート   

１＄＝112円 

1月は 「職業奉仕月間」 です 
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12/13 第 6回 お誕生日月卓話 

「あらためて、履歴書」 

ミカド電機工業株式会社 代表取締役社長  澤田 一幸 会員 
 昭和 35 年名掛丁生まれ、東 5 番町東邦銀行に会社があった。創業は大正 15 年。会社創業時電話横丁 NTT 青葉通

り～名掛丁アエル～名掛丁 52 番谷風通り～45 号線苦竹～現在六丁の目で営業中。 

 学校を卒業後、群馬県新田町（現伊勢崎市）に就職。独身寮暮らしで製造現場での実習。この工場勤務はその後製

品を販売するうえでは大変役立った。2 年目に営業に配属となり東京へ、バブルの入り口の頃で周りが光り輝いてい

た記憶。5 年間の東京生活を経て仙台へ戻り、現在の会社へ入社。事業の柱は、自動車用電池の販売東北 6 県に卸売

り、全国の電池販売 1500 万個東北 7％100 万個、シェア 20％を目標に営業を推進。 

 仙台宮城野 RC に入り 11 年となるが、会員数も 29 名ともう少しで 30 名。これからも多くの仲間を増やし、微力

ながら仙台宮城野 RC メンバーとして活動を続けていきたいと思う。 

 

「私の職業」 

我妻法律事務所 所長 我妻 崇 会員 
 高校卒業間際に、弁護士の仕事に非常にやりがいがあると考え慶應義塾大学法学部法律学科へ進みました。当時は

中央で活動したいと思い司法試験合格、司法修習生終了後、東京の第二東京弁護士会に所属していましたが、昭和 58

年に仙台の活性化の為に役立ちたいと戻ってきました。昭和 61 年に現事務所を開設しました。 

弁護士一人では対応できないような税金面、労働管理面、登記の知識などを企業に対してトータル的にアドバイス

できるようなシステムをつくろうと思い、平成 7年 2 月から弁護士、司法書士、公認会計士、社会保険労務士、行政

書士の方など 7 人でプロフェッショナルアドバイザーグループ「PAG－21」をスタートしました。世の中が複雑に

なればなるほど、問題になる前に「予防」として弁護士を使う方が安全でありコストも抑えられます。事故が起きる

前にお金をかける保険的な発想で弁護士を使って頂くのをおすすめ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/15例会報告 

親睦夜間例会「クリスマス家族会」報告 
12 月 15 日、平成最後のクリスマス家族会が開催され、会員 22 名、ご家族様ゲスト含め総勢 51 名にご参加頂きま

した。今年は、スペシャルゲストとして元東北楽天ゴールデンイーグルスの枡田慎太郎氏をお招きし、楽しいトーク

ショーで大いに盛り上がりました。また、大泉氏のマジックショーも行われ、ご参加の皆様と楽しい時間を過ごすこ

とができました。恒例のチャリティーオークションでは、伊藤オークショニアに今年も盛り上げて頂き、サプライズ

のじゃんけんゲームではお子様、奥様方にも喜んでいただけました！ 

    

 



12/16 社会奉仕・青少年奉仕活動報告 

「仙台 89ERS バスケット試合観戦会」報告 

 交通事故によって親を亡くした子供たちや、事故によって重傷を負い車椅子生活を余儀なくされた方々に、楽しい

時間を過ごして頂くとともに、仙台のプロバスケットボールチーム仙台 89ERS を応援する目的で、12 月 16 日に、

「バスケットボール観戦招待会」が開催されました。 

 試合観戦前のセレモニーでは、千葉会長の挨拶の後、今回ご協力頂いた自動車事故対策機構（NASVA）早川所長

にご挨拶頂き、仙台 89ERS の志村 GMより招待者 27 名へプレゼントが手渡されました。 

 ゼビオアリーナ仙台での試合観戦では、お子様をはじめご家族皆様にも喜んでいただき、間近で見るプロのプレー

に熱い声援をおくり、目を輝かせていた様子でした。 

 
   

1/10 社会奉仕活動報告 

「宮城県交通遺児等支援義援金 贈呈」報告 

昨年のクリスマス家族でのチャリティーオークション収益金 270,500 円に、社会奉仕費より補助した金額 30 万円

を、宮城県の交通遺児等支援金として贈呈致しました。皆様のご理解ご協力に深く感謝申し上げます。 

 

1 月 10 日に千葉会長のお供で宮城県庁に伺って、昨年のクリスマス会に皆様からご寄付頂いた 30 万円を高橋仁

教育長にお渡ししてきました。まず、最初に議員会館に行き、佐々木幸士県議会委員にお会いしご一緒して頂いて、

県庁の中の教育長の部屋まで行きました。河北新報やジェーコムのカメラマンなど思いがけなく大勢の中でセレモニ

ーが有り、緊張の中で寄付金を交通遺児の為という事でお渡しをしました。教育長とお話をし、記者からの取材など、

30 分ほどで終了しました。                                

幹事 小原 喜公夫 

    
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブより、千葉 健 会長、小原 喜公夫 幹事、 

佐藤 優昭 会員、荒若 健志 会員にご出席頂きまし

た。ありがとうございます。 



 

 
1/10例会報告 

親睦夜間例会「新年会」報告 

1 月 10 日に仙台宮城野 RC 初となる、親睦夜間例会「新年会」が湯食処「八波亭」にて会員 18 名の参加で開催さ

れました。当日は、日本酒の差入れも頂き、また豪華な料理を堪能し、とても楽しい時間を過ごす事が出来ました。 

延川エレクト、格別のご配慮ありがとうございました。次回の「鍋を囲む会」も楽しい例会になるように準備して参

ります。 

親睦委員長 本川武志 

 

★ニコニコ BOX（1/10） 

★小原 喜公夫 幹事…皆さん、明けましておめでとうございます。あと半年間、頑張ります！ 

★延川 正英 会員…明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

★森川 昭正 会員…新年明けましておめでとうございます。本年もロータリーライフを楽しみましょう！ 

★澤田 一幸 会員…明けましておめでとうございます。年明け早々出張で欠席となります。皆様、今年も宜しく

お願いします。 

★澤野 義章 会員…皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いします！先週、盛岡の網

張スキー場で初すべり。話もすべっていますがスキーもすべっています。 

★冨田 和彦 会員…4代目の孫が生まれました！！ 

在仙 11RC合同麻雀大会のご案内 

恒例の在仙 11RC 合同麻雀大会が今大会で

20 回目を迎えます。個人戦のほか、団体戦も

ございますので、皆様奮ってご参加頂きますよ

うお願い致します。 

 

月 日：平成 31年 2月 16日（土） 

時 間：集合 12：40 開始 13：00 

会 場：グランド麻雀ホール「藤」 

    青葉区一番町 2-5-5東一中央ビル 3F 

    ℡：022-227-1733 

参加費：お一人様 5000円 

※参加費は例会時に事務局までお支払い下さい 

インターシティー・ミーティングのご案内 

第７分区インターシティミーティング（ＩＭ）が

開催されます。お忙しい時期とは存じますが、万障

お繰り合わせの上、多数の会員の皆様のご参加をい

ただきますようご案内申し上げます。尚、ご出欠は

1月 24日までにお知らせ下さい。 

 

月 日：平成 31年 3月 3日（日） 

時 間：受付 12：30～ 開会点鐘 13：00 

会 場：江陽グランドホテル 5F「鳳凰の間」 

担 当：仙台泉 RC 

登録料：お一人様 8000 円（半額クラブ補助） 

※登録料は例会時に事務局までお持ちください。 


