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◇ 開会点憧 

1. ロータリーソング    ・・・ 我等の生業 

2. ゲスト及びビジター紹介 ・・・ 親睦委員長 

3. 会 長 挨 拶     ・・・ 延川 正英 会長 

4. 幹 事 報 告     ・・・ 荒若 健志 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     ・・・ クラブ協議会 

8. ロータリーソング    ・・・ 四つのテスト 

◇ 閉会点憧 

                            

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

２０１９－２０２０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 

H P ： http://www.miyaginorc.jp/ 

 
 

例 会 予 定 

1 月 23 日（木）夜間例会「日本酒の会」 

     18：30～ 日本料理 はや瀬 

1 月 30 日（木）休  会 

2 月 6 日（木）通常例会・2 月理事会 

    「IM 最終 打ち合わせ」 

2 月 15 日（土）インターシティー・ミーティング 

本日の卓話 

『第 2 回 クラブ協議会』 

中間決算報告 

中間活動報告 

 

会長報告           延川 正英 会長 

皆様、本年もよろしくお願いいたします。 

本日は、2 名の入会予定者をゲストにお迎えしており

ます。ビジター1 名様にもご来訪頂きありがとうござい

ます。 

 

9日のゲスト 

 入会予定者 加藤 ゆかり 様 、佐藤 充 様 

 

1月 9日 ニコニコ BOX 

★ 荒若 健志 幹事 …明けましておめでとうございます。残り半年頑張っていきます。 

★ 塩田 亨 会員 …みなさん明けましておめでとうございます。弊社薬剤師が聖火ランナーに選ばれました。6

月 21日に矢本周辺を 200m走ります。どんなトーチキスポーズをするのか楽しみです。 

★ 小原 喜公夫 会員 …令和 2年、今年もよろしくお願いします。 

★ 畑中 健作 会員 …新年おめでとうございます。今年も宜しく。 

★ 森川 昭正 会員 …皆様新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

★ 冨田 和彦 会員 …令和になって初めての正月。新年あ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。 

★ 澤野 義章 会員 …明けましておめでとうございます。子年、健康にチューいして精進して参ります。先月は

誕生祝ありがとうございました。 

★ 横山 昭一 会員 …新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

★ 佐藤 邦彦 会員 …本年も宜しくお願い申し上げます。 

 

 

幹事報告           荒若 健志 幹事 

9日のビジター 

 仙台 RC 井上 純 様 

ご訪問頂きありがとうございます。 
 

○23日（木）は夜間例会「日本酒の会」を開催致します。 

18：30～ ホテルメトロポリタン仙台 2 階 日本料理 

はや瀬にて 多くの皆様のご出席をお願いします。 

mailto:miyaginorc@dune.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 9日卓話報告           「新年のご挨拶」 

延川 正英 会長 
 本年度も半分を過ぎました。大きなイベントを振り返りますと、8月には当クラブ創立 25周年を記念して、「バーベキューパ

ーティー」を秋保森林スポーツ公園にて開催致しました。大変多くの会員、ご家族様にお越し頂き大いに盛り上がりました。参

加されたご家族様からは、ぜひ芋煮会も！というお声も頂きましたが残念ながら叶いませんでしたので、ぜひ、次年度の澤野会

長エレクトに託したいと思います。 

 同月には、仙台七夕まつりに合わせて、社会奉仕活動として仙台駅前清掃を行い、市民の皆様に活動をアピールできたかと思

います。そして、「ガバナー公式訪問」では、鈴木ガバナーをお迎えし、本年度の指針、当クラブの活動についてご指導を頂きま

した。 

 例会プログラムも順調に進み、外部ゲストのほか、OB会員の卓話など多彩な卓話で進行しております。 

 恒例の「クリスマス家族会」へは、ご家族の参加も多く、親睦委員会のもと楽しい会となりました。チャリティーオークショ

ンでは収益金が目標額以上になり、継続して支援を行っている、宮城県交通遺児等支援へ寄付を行うことができました。 

 会員増強でも、7月に 2名（小幡敏美会員、佐藤英征会員）入会頂き、更に今月 2名の入会が予定されております。目標の 30

名まであと 1名というところまで来ました。引き続き皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 さて、後半は、2月にインターシティー・ミーティング、3月に大村 RCとの共同事業「柔の絆Ⅱ」、4月に大村 RC創立 60周年

記念式典、地区大会、とイベントが続きます。 

今期は何かと活動が活発な年度となります、会員皆様には、ご協力をどうぞ宜しくお願い致します。 

 

荒若 健志 幹事 
上半期をふりかえりまして、クラブ幹事として何ができるのかを考え右往左往しながらスタートしたのを思い出します。今期

の会長方針にもあります宮城野ロータリークラブのテーマは「つなぐ」です。 

昨年の 8 月 4 日（日）にはクラブ 25 周年行事 BBQ 大会を開催させて頂き、会員のご家族とも「つながり」をもてた貴重な時

でした。また、クリスマスチャリーティーオークションの寄付金が 6年間の累計が￥1,800,000 になりました。このような活動

を無事終える事が出来たのも、偏に会員の皆様ご厚情の賜物と心より御礼申し上げます。 

さて、宮城野ロータリークラブの下半期は行事が盛りだくさんです。2月 15 日に IMが開催されます。横山実行委員長を筆頭

に実行委員の皆様には、新年早々の活動ですが会員が心を一つにして、成功させるべく頑張って行きたいと思います。 

また、3月 27日～3月 29日には、大村ロータリークラブ 60周年・宮城野ロータリークラブ 25周年・大村ロータリークラブ・

角館ロータリークラブ姉妹クラブ締結 40周年を記念した、柔の絆が開催されます。今回の主旨は、5年前に東日本大震災復興支

援の一環として行われた柔の絆をとおして、お互いの成長を確認するとともに更なる友情を育んで欲しいおもいで開催されま

す。現在、伊藤社会奉仕委員長と丹治青少年奉仕委員長を中心に着々と段取り等が進んでおります。５年前にできた大村ロータ

リークラブとの「つながり」ですので、必ず大成功したいと思っておりますのでご協力のほど宜しくお願いいたします。 

4月にはいりますと、4RCゴルフコンペ・大村 RC60周年・2520地区の地区大会と毎週ロータリー活動が続きます。 

4月で燃え尽きそうですが……….頑張っていきたいと思います。 

下半期もクラブテーマ「つながり」をもって邁進して行く所存です。今後とも皆様のご指導・ご鞭撻を拙にお願い申し上げま

す。 

2019-2020 年度 1 月度定例理事会 議事録 

2020.1.9 13：30～14：00             報告：幹事 荒若 健志 

【議 題】         

1. 新入会員について 

○加藤 ゆかり さん 推薦者：延川 正英 会長 ○佐藤 充 さん 推薦者：伊藤 英実 会員       ➢承認 

2. 1 月 16日（木）クラブ協議会開催について 

  例会卓話時間に、半期決算報告と、各委員長より活動の中間報告を発表               ➢承認 

3. 1 月 23日（木）夜間例会「日本酒の会」開催について 

  18：30～ ホテル 2階 はや瀬 にて  会費：お一人様 6,000円  ※大村 RCより、ビジター2名参加あり 

➢奉仕事業「柔の絆Ⅱ」についての時間を設ける    承認 

4. インターシティー・ミーティングについて（2月 15日） 

  ・出席状況確認、進行の確認              ➢横山実行委員長より、進捗状況について報告あり 

5. 大村 RC創立 60周年記念式典について（4月 11日） 

・式典出席メンバーについて ・・・全会員に案内し、出欠を確認後、旅程を組む 

・友好クラブ調印式について ・・・調印式ができるよう準備する 

                   記念品については次回理事会までに意見をまとめる 

6. ４RC合同親睦ゴルフコンペについて 

   仙台宮城野 RC担当  2020年 4月 5日（日）泉パークタウンゴルフ倶楽部にて開催 近日中に案内をする 

   担当：伊藤 英実 会員 

以上 

 


