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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     ・・・ 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     ・・・ 羽田野 昌弘 様 

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 

11 月 21 日（木） 休  会 

11 月 28 日（木）夜間例会 18：30～20：00 

  ホテルメトロポリタン仙台 21 階ラボーヌ 

  「IM 基調講演 資料 DVD 視聴」 

12 月 5 日（木）通常例会・理事会 

  卓話：社会奉仕委員会担当 

本日の卓話 

仙台宮城野 RC OB 

羽田野 昌弘 様 

「人生“八十路”を迎えて」 

幹事報告           荒若 健志 幹事 

11 月 7 日ゲスト 

 仙台ターミナルビル㈱相談役 新妻 博敏  

○11 月 21 日（木）は休会です。 

○11 月 28 日（木）は、夜間例会です 

  18：30～20：00 ホテルメトロポリタン仙台  

21 階 ラボ―ヌにて 

  多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 ニコニコ BOX ★11/7 

★新妻 博敏 様 より卓話謝礼をご寄付頂きました。

ありがとうございます。 
 

☆佐藤 優昭 会員 …新妻さん、本日は卓話宜しく

お願い致します。 
 

☆澤野 義章 会員 …本日は新妻様お忙しいところ

卓話頂きありがとうございます。農業のお話楽し

みにしております。 

 

会長報告         伊藤 英実 会長代理 

 
横山昭一会員へお誕生日のプレゼントをお贈りしま

した。おめでとうございます。 
11月 2日 在仙 11RC親善ゴルフ大会 

当クラブより 6名に参加頂きました。来年もご参

加宜しくお願い致します。 

 

 

団体戦 

優 勝 仙台北 

準優勝 仙台青葉 

第 3位 仙台南 

mailto:miyaginorc@dune.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 7 日卓話報告 

「観光果樹園事業パートⅡ」 

仙台ターミナルビル㈱相談役  

新妻 博敏 様  

当社の「食への取組み」「商品開発・販売力」を活かし、後継者不足や東日本大震災からの復興など課題が山積し

ている中、第一次産業である農業に挑戦し、生産性や収益性が高く、安心して働いていける農業に挑戦しています。 

みどりの杜「 収益性の高い農業推進拠点」の運営を行い、各種研修事業を通し農業の担い手育成、農家のサポー

トを行っています。また、最新の栽培技術を採用しており、視察の受け入れも随時行っています。 

観光果樹園では各種くだもの狩り（ブルーベリー、ナシ、イチジク、ブドウ、リンゴ）、トマト狩り、直売所の運

営、「みどりの杜のカフェ」では農園産の野菜果物を使ったオリジナルジェラートも製造・販売しています。 

東日本大震災の集団移転跡地である仙台市荒浜にて一年中フルーツ狩りのできる観光果樹園を開園予定、2020 年

開園を目指し、体験型大規模観光果樹園「一年中フルーツ狩りができる観光果樹園」をコンセプトに、季節によって

は複数の果実狩り、季節の旬野菜の収穫体験ができるように計画しています。仙台市や宮城県にお住まいの方はもと

より、県外や海外からのお客さまにも魅力的なフルーツパークの成功を楽しみにしています。 

ぜひ、近くへおいでの際はお立ち寄りください。職場訪問もお待ちしております。 

11月 12 日 友好クラブ大村 RC訪問報告 

12 日、友好クラブである大村 RC の例会へ、伊藤社

会奉仕委員長とともに参加して参りました。例会終

了後には、大村 RC 創立 60 周年実行委員会の 7 名と

打ち合わせをし、3 月 27 日から 2 泊 3 日で「柔の絆

Ⅱ」の開催を決定して参りました。共同事業となりま

すので、開催の際には、会員皆様のご協力をどうぞ宜

しくお願い致します。 

幹事 荒若 健志 

2019-2020 年度 11 月度定例理事会 議事録 

2019.11.7 13：30～14：00             報告：幹事 荒若 健志 

【議 題】         

1. 9 月台風 15 号災害義援金について 

  10 月の例会時に募金箱にて募り、17,000 円を地区へ送金しました              ➢報告・承認 
 

2. 10 月台風 19 号災害への支援について 

丸森 RC からの要請により、オムツ・おしりふき・生理用品等の物資の支援を実施 

                                 ➢全会員より 3,000 円づつ集金する 承認 
   

3. 会長ノミニーについて                          ➢小原喜公夫会員に決定 承認 
 

4. 夜間例会開催について  

  ・11 月 28 日（木）18：30～20：00 ホテルメトロポリタン仙台 21 階ラボーヌ アルコールあり（持ち込み） 

   IM 実行委員会「IM 基調講演用 仙台市天文台資料 DVD 鑑賞」                             ➢承認 
 

5. クリスマス家族会について ・12 月 14 日（土）18：00～ ホテルメトロポリタン仙台 

   ➢チャリティー支援先は、例年同様宮城県交通事故遺児支援金とする 

    12 月 5 日に社会奉仕委員会で関連卓話を実施する                                    承認 
 

6. IM・在仙 RC 訪問費用について                       ➢IM 費用不足分は、クラブ奉仕費用から拠出 承認 
 

7. その他 

○友好クラブ大村 RC との共同事業について 

   11/12 に伊藤社会奉仕委員長、荒若幹事が大村を訪問し、詳細を検討する お土産代をクラブ奉仕より拠出 

○事務局コピー機故障の為、荒若幹事協力のもと導入、運搬費はクラブ負担 


