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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 

◇ 閉会点憧 

 

◇「クラブ協議会」13：00～14：00 

                            

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

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 

7 月 18 日（木） 通常例会 

  卓話：「R の翼 報告」荒若幹事 

7 月 25 日（木） 夜間例会 

  八波亭 18：30～例会 19：00～懇親会 

8 月 1 日（木）休 会 

8 月 4 日（日）創立 25 周年記念イベント 

本日の予定 

例    会 12：30～ 

クラブ協議会 13：00～14：00 

ゲスト：髙木 信三 ガバナー補佐 

7 月 4 日例会報告 

「会長・幹事 バッジ交換」 

 
千葉前会長から延川会長へ、小原前幹事から荒若幹事へ、バッジ

が引き継がれました。1 年間宜しくお願い致します！ 

 

〇7 月のお誕生日  佐藤会員へフラワーアレンジメントの贈呈 

〇前年度ニコニコ・出席表彰者へ記念品の贈呈 

 

幹事報告       荒若 健志 幹事 

・「2019-2020 年度 活動計画書」を配布致し

ます。 
 

・「END POLIO NOW チャリティーゴルフコン

ペ」のご案内が届いております。 

 日程：9 月 8 日（日）表蔵王国際 GC 

 参加ご希望の方は、8/1 までにお知らせ下

さい。 
 

・仙台平成 RC より「創立 30 周年記念誌」を

頂戴いたしました。 
 

・仙台泉 RC より「IM 報告書」を頂戴いたし

ました。 
 

・古川東 RC より「創立 40 周年記念式典」の

ご案内を頂戴いたしました。 
 

・国際ロータリー元理事 菅野多利雄様「お別

れ会」のご案内が届いております。 
 

・2019-2020 年度ガバナー事務所開設のお知

らせが届いております。 

以上回覧いたします 
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7/4 ニコニコ BOX 
☆延川 正英 会長 …今期 1年宜しくお願い致します！ 

☆荒若 健志 幹事 …本日より 1 年間幹事として頑張りますので、会員の皆様宜しくお願い致します。 

☆千葉 健 前会長 …前年度はお世話様でした。今年度は応援に回ります。延川会長、荒若幹事、宜しくお願い

致します。 

☆小原 喜公夫 会員 …延川会長、荒若幹事、今年度元気で頑張ってください。 

☆佐藤 優昭 会員 …延川会長、荒若幹事、1年間宜しくお願い致します。 

☆澤田 一幸 会員 …延川会長、荒若幹事、2019-2020年度宜しくお願い致します。 

☆澤野 義章会員 …延川会長、荒若幹事、今年 1 年宜しくお願い致します。先日納会で皆勤賞頂きました。有

難うございます。今年度も皆勤目指して頑張ります！ 

☆冨田 和彦 会員 …延川会長、荒若幹事、本年度本当に宜しくお願い致します。今期は副会長として微力なが

ら一生懸命支える所存でございます。 

☆松井 有紀 会員 …千葉前会長、小原前幹事 1年間お疲れ様でした。延川会長、荒若幹事、1年間宜しくお願

いします。 

☆森川 昭正 会員 …いよいよ延川年度のスタートです。延川会長、荒若幹事、今年 1 年楽しく行きましょう。

1年間宜しくお願い致します。 

☆横山 昭一 会員 …新年度スタート！延川会長、荒若幹事、宜しくお願い致します。 

☆佐藤 邦彦 ニコニコ委員長 …延川会長、荒若幹事、今年 1 年間宜しくお願い致します。皆勤賞目指して頑

張ります！ 

 

7 月 4 日卓話報告 「会長・幹事 就任のご挨拶」 

 延川会長、荒若幹事より新年度のご挨拶を頂

き、今期の活動方針と目標が発表されました。 

1 年間皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

※会長方針・幹事方針は「活動計画書 P,3～5」「ホームペー

ジ」に掲載されております。 

2019-2020 年度 7 月度定例理事会 議事録 

2019.7.4 13：30～14：00             報告：幹事 荒若 健志 

1．新入会員について 

 ・新入会員の推薦  小幡 敏美 さん ・佐藤 英征 さん（推薦者：延川 正英 会長）         ➢承認 
 

2. 出席免除会員について  ・8 名希望者                             ➢承認 
 

3. 夜間例会開催について  

・7 月 25 日（木）18：30～例会 19：00～懇親会  会場：八波亭                  ➢承認 
 

4. 創立 25 周年記念イベント開催について  

・8 月 4 日（日） 秋保森林スポーツ公園 11：00～14：30 ※多くの参加を募ります         ➢承認 
 

5. 2019 年規定審議会 『クラブと地区に関連する重要な変更』について 

➢ 幹事より内容の説明 クラブ定款の見直しについては今期中に検討 
 

6. 菅野多利雄国際ロータリー元理事「お別れの会」について 

➢ 会長・幹事が合同幹事会の各クラブの状況をみて判断 
 

7. 社会奉仕委員会より、「駅前清掃」の提案                            ➢承認 

 8 月 8 日（木）例会前に、七夕期間中の駅前を清掃（ゴミ拾い）する 

以上 


