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本日の予定
仙台市教育局文化財課
室長

渡部

紀 様

「政宗が残した夢～仙台城」
◇
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
◇

開会点憧
ロータリーソング
ゲスト及びビジター紹介
会 長 挨 拶
幹 事 報 告
ニコニコＢＯＸ
出 席 報 告
卓
話
ロータリーソング
閉会点憧
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我らの生業
親睦委員長
千葉
健 会長
小原喜公夫 幹事
S･BOX委員長
出席委員長
渡部 紀 様
四つのテスト

千葉

健

本日は、森川会員のご紹介で、宮城県公害衛生検査セン
ターより田中様にお越し頂きました。卓話楽しみにして
おります。

〇4 月 20 日（土）会長幹事会・RI 会長代理歓迎晩餐会
〇4 月 21 日（日）地区大会本会議
会場：盛岡グランドホテル
昼食 11：00～ 12：20 着席
懇親会 17：20～18：50
※登録料はクラブ負担・交通費は参加者負担

2 月 21 日（木）通常例会
卓話：会員卓話 丹野会員・丹治会員
2 月 28 日（木）親睦夜間例会
18：30～ メトロポリタン仙台 2 階
「セレニティ」
3 月 3 日（日）インターシティーミーティング
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会長

2018-2019 年度「地区大会」のご案内

例 会 予 定

小原 喜公夫 幹事

ゲストご紹介
宮城県公害衛生検査センター
測定分析部 次長 田中 清寛 様
・今月の親睦夜間例会は、2 月 28 日（木）となります。
会場は、メトロポリタン仙台 2 階の「セレニティ」
です。皆様のご参加を宜しくお願い致します。
18：30～ ご出欠は 21 日までにお知らせ下さい。
・3 月 3 日インターシティー・ミーティング（IM）が開
催されます。ご登録いただきました皆様、ご出席宜
しくお願い致します。なお、登録料は事務局までお
持ちください。

多くの皆様のご参加を宜しくお願い致します。

2月7日

麻雀部会 報告

7 日に恒例の麻雀部会を開催致しました。和気あいあいとした雰囲気の中、普段以上のコミュニケーション
が図られ楽しい時間を過ごしました。今回は 8 名のご参加を頂きましたが、次回はぜひ 12 名くらいにご参加
頂けるようにお声がけさせて頂きます。宜しくお願い致します。

横山 昭一
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「当センターの活動について」
宮城県公害衛生検査センター
測定分析部 次長 田中 清寛 様
当センターは、環境公害、環境衛生をはじめとする各種生活科学の調査、研究及
び諸検査を行うとともに、啓発のための衛生相談等を行い、次の品質保証方針に基
づき快適な環境づくりを展開する検査機関として、県民の健康と生活環境の保護に
寄与してまいります。
新しい技術の修得、検査体制の強化と検査精度の向上を図るなど機能を充実し、お客様から信頼される検査機関を築いて
まいります。各種の検査、研究に資するための助成、環境関連の知識、技術の向上に資するための講習会の開催、情報誌の
発行及び環境衛生の知識の普及を図ってまいります。
1. 河川、湖沼、海水の水質検査
2. 工場・事業場排水の水質検査
3. 水道水等の飲料水水質検査
4. 土壌、汚泥の検査
5. 産業廃棄物の検査
6. 農薬などの化学物質の検査
7. 温泉水の検査
8. プール水の検査
9. 騒音・振動・悪臭の測定
10. 室内空気の測定
11. ばい煙測定
12. アスベスト検査
13. DNA 検査
14. 放射能測定
15. 環境アセスメント調査

2018-2019

2 月度定例理事会議事録

2019.2.7
【議題】
1.
2018-2019 年度
2.
3.

収支中間報告

13：30～14：00

幹事

小原 喜公夫

➢承認

次年度（2019-2020 年度）運営組織案・年間予定案について（延川エレクト）
2 月の親睦夜間例会について (本川親睦委員長)
日時：2 月 28 日（木）18：30～ 当初予定しておりました会場
ホテルメトロポリタン仙台 2 階「セレニティ」にて開催します
会費：お一人様 5,000 円

➢承認

AMUSE （アミューズ）が急遽休業とのこと

4.
「地区大会」について
〇4 月 19 日（金）記念ゴルフ大会 メイプルカントリークラブ（岩手）
〇4 月 20 日（土）会長幹事会・RI 会長代理歓迎晩餐会
※登録料 お一人様 12,000 円（登録料・宿泊費はクラブ負担）
➢承認
〇4 月 21 日（日）地区大会本会議 昼食 11：00～ 12：20 着席
懇親会 17：20～18：50
※登録料 お一人様 6,000 円（登録料はクラブ負担・交通費は参加者負担） ➢承認
〇ガバナー特別賞推薦について
・GG の件、植樹活動の件の 2 件を推薦する
5.
オオムラザクラ花見・移動例会について（髙橋社会奉仕委員長）
・4 月 18 日（木）の例会を、サンプラザ仙台（パールの間）にて移動例会とする
例会終了後、榴岡公園のオオムラザクラの花見予定
➢承認
6.
仙台平成 RC 創立 30 周年記念式典への参加について
・会長幹事出席のほか、全会員へ案内する
・会長幹事の登録料はクラブ負担、他会員は半額負担とする

➢承認
以上

2019-2020 年度 ロータリー手帳のお申し込みについて
2019-2020 年度のロータリー手帳をご希望の方は、2 月中に事務局までお申し込みください。
なお、5 月下旬くらいのお渡し予定となります。 1 冊 600 円

