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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     ・・・ 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        ・・・ 鈴木 俊一 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 

5 月 30 日（木）夜間例会 18：30～20：00 

会場：ホテルメトロポリタン仙台 21 階 

6 月 6 日（木）通常例会・6 月度定例理事会 

 卓話：会員卓話 

6 月 13 日（木）通常例会 

卓話：自動車事故対策機構 NASVA 

6 月 16 日（日）親睦 納会ゴルフコンペ 

本日の卓話 

2520 地区青少年奉仕委員会副委員長 

仙台南 RC 会長 鈴木 俊一 様 

「各ロータリアンは青少年の規範です」 

ニコニコ BOX（★4/25 ☆5/9） 

★親睦夜間例会「お花見会」 

・日本酒 1本  本川 武志 会員 

★小原 喜公夫 幹事…誕生日プレゼント頂きまし

た、ありがとうございます。 

★塩田 亨 会員…明日誕生日で～す。元気に歳を

重ねてます。 

 

☆千葉 健 会長 …延川会員、佐藤会員、お話を楽

しみにしています。宜しくお願い致します。 

☆今野 広子 会員 …大変ご無沙汰しておりまし

た。久々に出席できて嬉しいです。「平成」は大

変お世話になりました。「令和」も宜しくお願い

致します。 

 御礼申し遅れ恐縮ですが、母の逝去の際には、会

員の皆様からのお心遣い誠にありがとうござい

ました。この場をお借り致しまして御礼申し上

げます。 

☆森川 昭正 会員 …GW は本人はいませんでし

たが森山良子さんの別荘に泊まり、馬に乗って

きました。今週末は仙台国際ハーフマラソンで

す。頑張ります！ 

幹事報告         小原 喜公夫 幹事 

4/25 ビジター報告 

〇仙台 RC 田中 裕人 様 

 

・15 日～18 日はソウル ROTC 訪問・第 3640 地区 地

区大会が開催され、千葉会長、小原幹事、森川会員

が出席致します 

 

・30 日（木）は夜間例会を開催致します。 

 会場はホテルメトロポリタン仙台 21 階、18：30 開

始です。「ソウル報告会」を予定しておりますので、

多くの皆様のご出席を宜しくお願い致します。 

2019-2020年度 委員会活動方針のお願い 

2019-2020 年度の運営にあたり、各委員長方には、

活動方針のご提出をお願い致します。 

 

〇クラブ協議会 2019 年 7 月 11 日（木） 

 12：30～14：00 全会員出席 
 

〇ガバナー公式訪問 2019 年 8 月 22 日（木） 

 12：30～13：30 全会員出席 

mailto:miyaginorc@dune


5/9 第 10 回 会員卓話 

「ロータリークラブとライオンズクラブとは」 

(有)ケイエムエス 代表取締役社長  延川 正英 会員 

 ロータリークラブ、ライオンズクラブのどちらもが「社会奉仕団体」ですが、違いは何でしょう。ロータリーの歴

史は皆さんご存知のとおりですが、ライオンズクラブの発祥もシカゴです。ヘレン・ケラー女史が初の女性会員とな

って以来ライオンズクラブでは視力障害者の為に尽くす活動が重要なテーマとなっています。 

 ロータリーは会員の職業倫理を高める「職業奉仕」、そのうえでの社会奉仕「私は奉仕する（I Serve）」「自己の責

任と判断において、自分の職業を通して、社会に、世界に奉仕しよう」となりますが、ライオンズクラブが奉仕活動

を行う時には「我々は奉仕する（We Serve）」チームワークを発揮し有意義な成果を上げる団体となっているようで

す。そのため、入会審査もロータリーの方が厳しくなります。 

 日本におけるロータリーの始まりは、1920 年東京 RC（米山梅吉初代会長）がシカゴ本部から承認を受け誕生しま

した。ライオンズクラブは、1952 年フィリピンのマニラライオンズクラブによって東京ライオンズクラブが設立さ

れたそうです。 

ロータリーは、奉仕の理想を個人として、また、団体として、現実に適用することを奨励するために、事業および

専門職務に携わる人がロータリークラブにおいて世界的親交を結ぶ場なのです。 

 

「生命保険信託について」 

プルデンシャル生命保険㈱仙台支社 第 1 営業所 副部長 佐藤 邦彦 会員 

 生命保険信託は、財産管理が困難であるなどの事情が存在する場合に、生命保険に基づく権利を信託財産とするこ

とで、信託された保険契約上の権利を保全しながら、受益者に対して必要な財産交付を行うことを目的として利用さ

れる信託をいいます。 

生命保険信託の特徴は、「保険金受取人の財産管理」について、信託という制度を通じて補完する点にあります。

保険金受取人の財産管理に課題があるケースとしては、次のような場合が挙げられます。 

・受取人が未成年で、法律上、単独では財産管理を行えない場合 

・受取人が知的障がいがあり、お一人では十分な財産管理を行うことが困難な場合 

・受取人が高齢者で、認知症等の事情により、日常生活上、十分な財産管理を行えなくなる可能性がある場合 

・「相続対策」などの事情により、遺族に対して計画的に財産を渡す必要がある場合 

・保険金を活用し、公益団体などへの寄付を行いたい場合                など 

お客さまをサポートするための有効な選択肢としてご紹介させて頂きます、ぜひご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018-2019 5月度定例理事会議事録 
2019.5.9  13：30～14：00              幹事 小原 喜公夫 

【議題】 

1.夜間例会について 

日 時：5 月 30 日（木）18：30～ 会 場：ホテルメトロポリタン仙台 21 階「銀河」〇ソウル報告会 ➢承認 

2.「R の翼」 ホームステイ ホストファミリー引き受けの件について 

期 間：6 月 22 日～25 日 (3泊 4 日)のうち 23 日～25 日（2泊 3 日） 

〇スケジュールの詳細を会員に提示、再度検討してもらう  

3.親睦夜間例会「納会」について 

日 時：6 月 27 日（木）18：30～ 大観楼 会 費：5,000 円※ご家族様の出席もお待ちしております ➢承認 

4.入会金について  〇入会金は無しとする 

5.2019-2020 年度 会長方針発表、予算案、委員会組織変更について また、「地区研修・協議会」について 

日 時：5 月 19 日（日）11：00～ 聖和学園高等学校 登録料半額負担               ➢承認 

 〇横山会員より、IM 実施を考えて予算を組む 

6.2019-2020 年度 卓話プログラムについて 

 〇次年度は、外部スピーカーを減らす（卓話当日に出席者が少ないのは失礼） 

  他の日程は、クラブ内で工夫を凝らす（委員会卓話や、勉強会など） 

7.その他 

〇ソウル訪問の費用をクラブから一部補助する（横山会員より） お土産はクラブ負担とする      ➢承認 

〇5/13 の大村 RC 来仙に伴う懇親会の費用は、参加者で負担する。お土産はクラブ負担とする       ➢承認 

以上 

 



 5 月 10日 移動例会「シルク・ドゥ・ソレイユ“キュリオス”鑑賞例会」報告 

 

10 日（金）に、16 日の移動例会として、「キュリオス鑑賞例会」を開催

致しました。 

会員、ご家族様、社員様など 32 名の皆様にご参加頂き、シルク・ドゥ・

ソレイユ創立 30 周年記念作品「キュリオス」を鑑賞致しました。独特の

世界観とパフォーマンス、世界が認めるエンターテインメントは素晴ら

しいものでした。 

多くの皆様にご参加頂きありがとうございました。 

報告：幹事 小原 喜公夫 

5 月 13日 大村 RCメンバー来仙 懇親会 報告 
5 月 13 日 大村 RC 次期会長西川様・次期幹事俣野様・大村ＲＣ60 周年実行委員長石坂様・竹房様・中島様の 5 名

が角館 RC の周年事業の帰りに来仙致しました。到着後、宮城野 RC 次期会長延川会員と荒若も同行いたしまして、大

村 RC60 周年記念事業であります、「柔の絆パート 2」の打合せの為、石巻柔道協会会長 木村館長へご挨拶に伺いま

した。 

 夜には宮城野ＲＣの千葉会長・小原幹事と会員 10 名に参加頂き、懇親会を行いました。西川次年度会長より、来

年の事業にむけた方針などをお話頂きました。終始笑顔の絶えない懇親会でした。 

 14 日は、中島様、竹房様が榴岡公園のオオムラザ

クラを訪れ、わずかに残った花を見ていかれまし

た。 

 次年度、2020 年 3 月末には「柔の絆パート 2」が

実施され、また、4月 11 日には、大村 RC 創立 60 周

年記念式典が予定されております。次年度も引き続

き皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

報告：次年度幹事 荒若 健志 

5 月 15日～18日 ソウル ROTC クラブ訪問・第 3640地区 地区大会 参加報告 

15 日から 18 日までが、あっという間でした。初日の歓迎夕食会は菅原ＲＩ会長代理の同期のパストガバナーの所

有する、楽器の博物館とその前の大庭園でのガーデンパーティーでプロの歌手の歌を聞きながら、美味しいワインと

料理を楽しむという経験したことのない、贅沢な想いをさせて頂きました。 

2 日目のＲＩ会長代理、晩餐会も大変な歓迎ぶりで、感動しました。また ROTC クラブとの共同事業に関しては、

我々が考えていたよりも、大変高く評価して頂いて、3640 地区の皆さんにも称賛して頂きました。 

最終日の地区大会は私たちの知っている大会とは大部違って、初めて体験する人にとっては驚きの大会だとおもい

ました。最初から最後までショーアップしていて、生のオーケストラ、プロの歌手、踊りと大会の報告、表彰が混ざ

りあっている。そんな大会でした。 

報告：幹事 小原 喜公夫 

 

 


