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 ：

No.902

miyaginorc@dune.ocn.ne.jp

夜間例会
18：30～20：00
「ソウル報告会」
森川 昭正 副会長
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ゲスト及びビジター紹介
会 長 挨 拶
幹 事 報 告
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卓
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閉会点憧
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それでこそロータリー
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
森川 昭正 副会長
四つのテスト

千葉

健

会長

〇5 月 10 日（金）シルク・ドゥ・ソレイユ“キュリオ
ス”鑑賞例会 無事終了いたしました。多くの皆さん
のご参加ありがとうございました。
〇5 月 13 日（月）大村 RC メンバー来仙 懇親会 無事
終了致しました。大村からは 5 名の方にお越し頂け、
当クラブ 13 名にてお迎えしました。
〇5 月 15 日～18 日 ソウル地区大会・ROTC クラブ交流
無事終了致しました。
・大変素晴らしい地区大会であり、ROTC クラブの皆
さんとも親交を深めることができました。GG の活動
においては、大変感謝され、
「感謝碑」を拝受致しま
した。

幹事報告

小原 喜公夫 幹事

5/23 ゲスト報告
〇国際ロータリー第 2520 地区青少年奉仕副委員長
仙台南 RC 会長 鈴木 俊一 様

6 月 6 日（木）通常例会・6 月度定例理事会
卓話：会員卓話 豊嶋正孝会員
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
6 月 20 日（木）通常例会
卓話：会員卓話 伊藤英実会員・千葉健会長

〇6 月 16 日（日）に本年度最後の親睦ゴルフコンペ
を開催致します。ぜひ多くの皆様にご参加賜ります
ようお願い致します。
仙台カントリークラブ 名取コース
集合 9：20
参加費：3000 円

ニコニコ BOX（★5/23）
★仙台南ロータリークラブ会長 鈴木 俊一 様
…卓話謝礼をご寄付頂きました、ありがとうござ
います。
★延川 正英 会員…お誕生日お祝い頂きました。
ありがとうございます。
★畑中 健作 会員…誕生日フルーツありがとう
ございました。
★森川 昭正 会員…先週ソウルに行って参りま
した。国際ロータリー3640 地区の皆様に大歓迎
され、楽しく過ごしました。5/30 の夜間例会で
詳しくご紹介させて頂きます。

5/23 卓話報告

「5 月は青少年奉仕月間
『各ロータリアンは青少年の規範』です」
国際ロータリー第 2520 地区青少年奉仕副委員長
仙台南 RC 会長

鈴木 俊一 様

青少年奉仕月間に関連して、地区の青少年奉仕プログラムと活動状況等のお話をさせていただきます。
青少年奉仕月間(Youth Services Month)５月は若い人々の育成を支援するすべてのロータリー活動に焦点を当て
る『青少年奉仕月間』です。ロータリークラブは、この月間中、クラブのニュースレターやその他の広報資料に「各
ロータリアンは青少年の模範」のスローガンを利用するよう奨励されております。
国際ロータリーのラシン会長は 2018-19 年度のテーマとして『インスピレーションになろう』と掲げ、次世代のた
めに持続可能な活動を行う。ともおっしゃっております。
国際ロータリー第 2520 地区の青少年奉仕委員会の活動は、３つのプラグラムを支援しております。インターアク
ト、ローターアクト、RYLA、です。インターアクトは、12 歳から 18 歳までの青少年のための奉仕クラブです。
1963 年日本で初めて、仙台東 RC が提唱する仙台育英学園の IAC が設立されました。地区イベントとして、インタ
ーアクターの日常的な奉仕活動の発表や交流のために地区研修会があります。今年度は昨年 8 月 7 日常盤木学園が
ホストとして開催されました。次年度は 8 月 9・10 日１泊で、岩手３RC が提唱する３IAC 高校が合同で開催する予
定です。ローターアクトは、18 歳から 30 歳までの青年男女のための、奉仕クラブです。当地区では宮城 3 クラブ、
岩手 3 クラブが活動しております。3.11 大震災の後、全国の RAC が復興支援に訪れ、地区内の RAC が窓口となっ
て活動することが多かったようです。RYLA（Rotary Youth Leadership Awards）当地区では、ここ数年 10 月中旬
に岩手県南青少年の家で、1 泊 2 日での開催が多くなりました。RAC、IAC、ROTEX、地区内 RC から推薦をいた
だいた青少年の方も交えて研修会を開催しております。講演や AED の体験講習、ローターアクターをリーダーとし
たレクリエーションや QJ 法を実践するグループ討議などが内容でした。
☆ロータリークラブの会員拡大情報ソースとして、RAC や ROTEX も候補に挙げられておりますが、私の知る限
り当地区の青少年奉仕から 7 名のロータリアンが誕生しております。貴クラブからの参加を宜しくお願い致します。

5 月 25 日

仙台レインボーRC 創立 20 周年記念式典・祝賀会

報告

5 月 25 日、レインボーロータリークラブの 20 周年記念式典に、当クラブからは千葉会長、横山会員、幹事小原の
3 名が出席し、事務局もお手伝いとして参加してきました。120 名の出席者と大変盛況でした。15 人の会員で、他ク
ラブからの応援があったとはいえ、素晴らしい会だったと思います。記念講演では 2 日前に百歳になられた、菅野
多利雄さんが「ロータリーに生きて」という題でお話しになられました。素晴らしい声、しっかりとしたお話し、
全員が私たちのお手本の話に聞き入っていました。
また、いままでの継続してやってこられた支援事業などの報告では 20 年間、しっかりとまじめにロータリー活動
に取り組んで来たのが感じられました。
報告：幹事 小原 喜公夫

2019-2020 年度の名簿作成にあたり、勤務先、肩書、連絡先、ご自宅の住所などに変更がございましたら、
事務局までお知らせ下さい。
なお、新年度の「在仙合同名簿」への記載内容についても追加・変更のある場合はお知らせ下さい。
皆様のご協力をお願い致します。

