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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        ・・・ 浜出 理加 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 

例 会 予 定 

7 月 19 日（木） 通常例会 

  卓話：会員卓話 本川会員・澤野会員 

7 月 26 日（木） ガバナー公式訪問 

  仙台泉 RC 合同 12：30～13：30 

8 月 2 日（木）通常例会・8 月度定例理事会 

  卓話：coaras 野村佳生様 

本日の予定 

株式会社グリーディー 

代表取締役 浜出 理加 様 

「香りと女性の感性で 

オフィスの職場改善を」 

7/5 会長報告          千葉 健 会長 

・気仙沼南 RC より創立 50 周年記念式典のご案内を頂い

ております。 

 

・宮古 RC ならびに遠野 RC より創立 60 周年記念の御礼

状を頂いております。 

 

7/5 ニコニコ BOX 

☆千葉 健 会長 …澤田さん、塩田さん、有難うございました。バトンタッチして次の延川さんへ渡すまで小原さんと頑張り

ます。皆様宜しくお願い申し上げます。 

☆小原 喜公夫 幹事 …今年度 1年間宜しくお願い致します。 

☆澤田 一幸 会員 …千葉会長、小原幹事、今年度宜しくお願い致します。 

☆延川 正英 会員 …千葉会長、小原幹事、1年間宜しくお願い致します。 

☆森川 昭正 会員 …千葉会長、小原幹事、今年 1年宜しくお願い致します。楽しい 1年にしましょう。 

☆横山 昭一 会員 …澤田前会長、塩田前幹事 1年間大変ご苦労様でした。千葉会長、小原幹事、宜しくお願い致します。 

☆松井 有紀 会員 …千葉会長、小原幹事、1年間宜しくお願い致します。 

☆佐藤 優昭 会員 …本日より SAAの大役務めさせて頂きます。口下手な私ですが 1年間宜しくお願い致します。 

☆荒若 健志 会員 …千葉会長、小原幹事、1年間宜しくお願い致します。本日欠席となります申し訳ございません。 

☆今野 広子 会員 …千葉会長、小原幹事、本年度宜しくお願い致します。先週の納会では澤田前会長、塩田前幹事、大好き

な津軽三味線を聞かせて下さりありがとうございました。松原会員とタックル組んで楽しくニコニコ BOXさせて頂きますの

で、ご協力を本年度も宜しくお願い致します。 

7/5 幹事報告         小原 喜久夫 幹事 

・7 月 26 日（木）は、今期の「ガバナー公式訪問」です。 

仙台泉 RC との合同例会となりますので、できるだけ

多くの皆様にご参加頂きますようお願い致します。人

数把握の為、ご出欠を事務局までお知らせ下さい。 

 12：30～13：30 ホテルメトロポリタン仙台 21 階 
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会長幹事バッジ交換 

   
澤田前会長、塩田前幹事 1 年間大変お疲れ様でした。千葉会長、小原幹事、1 年間宜しくお願い致します 

7/5 卓話報告       「会長・幹事 就任のご挨拶」 

会 長 方 針         会 長 千葉 健 
仙台宮城野ロータリークラブは、「手を取り合って、行動し続けることで奉仕に繋がるクラブ」になることを継続して目指しま

す。RI 会長の「それぞれのやり方でもっと何かをしよう」、と、田中ガバナーの「出来るところからやっていこう」と方針に沿っ

て、これまでの様々な活動に加えて、今年度の方針を掲げさせて頂きます。 

 

１ クラブのサポート強化・・・現会員の維持、そして会員数を 1 名以上は増やす。とくに、リーダーシップを発揮する女性会員

や、次世代の架け橋となる若い会員の参加、育成を促す。 

   

２ 人道的奉仕の重点化と増加・・・ポリオの撲滅という、未だ、残る 3 か国に対しての長年の夢の実現に貢献する。青少年奉仕

を多面的に継続する。 

 

３ 公共イメージと認知度の向上・・・宮城野ロータリークラブが何をしているかという、クラブ史を記録することによって、ク

ラブのプロジェクトに対する認識を高める。マイロータリーへの登録を促進する。 

 

2018‐2019 年度は、全員が宮城野ロータリーで共に行動することが出来て良かったと、思えるそんなクラブでありますよう

に、精一杯行動致しますので、皆様一人一人のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

幹 事 方 針        幹 事 小原 喜公夫 
２０１８－２０１９年 千葉会長の下で幹事を務める事になりました。 

クラブに入会して５年目とまだまだ未熟ではございますが、会長を支えて、誠心誠意、職務を全うする所存でございます。そして

会長方針である「手を取り合って行動し続けることで奉仕に繫がるクラブ」の実現に向かって各委員長、会員の皆様と協力して全

力をつくしたいとおもいます。 
 

幹事目標 

① 会員増強を図ってクラブの活性化に繋げる。     ② より楽しい例会を目指し、出席率アップへ。 

② 震災復興に繫がる奉仕活動を続けて行く。      ④ 変化を恐れず、良いアイディアは積極的に取り入れる。 

以上を目標に、会員の皆様と共に更に元気なクラブをめざして行きたいと思います。ご協力宜しくお願い致します。 

2018-2019 7月度定例理事会議事録 
2018.7.5  13：30～14：00              幹事 小原 喜公夫 

【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 土屋 孝治 さん ・新入会員の推薦 澤野 義章 さん (推薦者：本川武志会員) ➢承認 

2. 出席免除会員について                            ➢希望された方は、現行通り  

3. ガバナー公式訪問（7/26）のご案内  仙台泉 RC との合同例会  

・会長幹事会   11：30～12：30 21 階 ラボーヌ ※会長・幹事出席 

・公式訪問例会  12：30～13：30 21 階 銀河   ※全会員出席対象  例会終了後、記念撮影あり  ➢承認 

4. 親睦家族例会（移動例会）の開催について 

9 月 27 日（木）12：00～13：30 花座にて （貸切・昼食付）費用は例会費としてクラブ負担            ➢承認   

5.その他 

 〇部会への補助金について    麻雀部会 50,000 円、 ゴルフ部会 50,000 円                       ➢承認 

 〇社会奉仕委員長より  

  ・オオムラザクラ花見例会について・仙台市防災林への植樹と寄付・駅東口モニュメントの清掃    ➢検討 

 〇ソウル ROTC クラブ訪問について 森川会員より先方へ確認 10～11 月頃              ➢確認 

以上 

 


