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本日の予定

会員卓話
荒若 健志 幹事
「18-19 ロータリーの翼
◇
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
◇

開会点憧
ロータリーソング
ゲスト及びビジター紹介
会 長 挨 拶
幹 事 報 告
ニコニコＢＯＸ
出 席 報 告
卓
話
ロータリーソング
閉会点憧

会長挨拶

報告」

例 会 予 定
・・・ 我らの生業
・・・ 親睦委員長
・・・ 延川 正英 会長
・・・ 荒若 健志 幹事
・・・ S･BOX委員長
・・・ 出席委員長
・・・「Rの翼 報告」
・・・ 四つのテスト

延川 正英 会長

本日ご入会いただきました、佐藤さん末永くどうぞ宜
しくお願い致します。また、本日は「クラブ協議会」で
す。髙木ガバナー補佐をお招きしております、1 年間ご
指導宜しくお願い致します。

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

8 月 4 日（日）創立 25 周年記念イベント
秋保森林スポーツ公園 BBQ 11：00～
8 月 8 日（木）社会奉仕活動

幹事報告

7/11 ニコニコ BOX

☆荒若 健志 幹事 …髙木ガバナー補佐、本日はお忙
しい中、例会へ来て頂きありがとうございます。本
日は、クラブ協議会講評宜しくお願い致します。
☆塩田 亨 会員 …先週欠席申し訳ありません。延川
会長、荒若幹事、よろしくお願いします。

次週 25 日（木）は夜間例会です。18：30～八波亭で
の開催となりますので、宜しくお願い致します。

駅前清掃・例会

荒若 健志 幹事

7/11 のゲスト
国際ロータリー第 2520 地区 2019-20 年度
ガバナー補佐 髙木 信三 様
〇

☆国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー補佐
高木信三様より、ご祝儀を頂きました。
ありがとうございます。

会

7 月度合同幹事会の議事録が届いております。

〇「END POLIO NOW」チャリティーゴルフコンペのご案
内を先週お送り致しました
・2019.9.8（日） 表蔵王国際ゴルフ倶楽部
参加ご希望の方は、8 月 1 日までに事務局までお申
し込みください。
〇7 月 25 日（木）は「夜間例会」を開催致します。
18：30～ 例会
19：00～ 懇親会（会費：3000 円）
会場は延川会長のお店「八波亭」です
〇8 月 4 日（日）は「創立 25 周年記念イベント」を開
催致します。会場は、秋保森林スポーツ公園です。
創立 25 周年をバーベキューパーティーでお祝い致し
ます。多くの皆様のご参加をお待ち致しておりま
す。

7月4日

入

会

式

佐藤英征会員の入会式が執り行われました。おめでとうございます！末永くどうぞ宜しくお願い致します。

佐藤

英征（さとう ひでゆき）会員

勤 務 先：株式会社新日電業商会 取締役 統括部長
職業分類：電気工事業
入会日：2019.7.4
趣
味：サーフィン

2019-2020 年度

第1回

クラブ協議会

7 月 11 日例会終了後、本年度第 1 回目のクラブ協議会が開催されました。澤田クラブ奉仕委員長司会のもと、延
川会長のご挨拶、荒若幹事から今年度予算と年間予定の発表の後、各委員長より、今期の活動計画と方針が発表され
ました。方針発表終了後には、髙木ガバナー補佐より、「人数の少ないクラブではあるが、子供たちへの支援を中心
とした素晴らしい活動を多く継続されており、クラブの雰囲気も大変良い。延川会長の目標とされる会員増強も達成
されることを期待できる。」との講評を頂きました。
最後に延川会長から「本日各委員長から素晴らしい活動目標と計画を発表頂いた。ぜひこれらが実行され、来年 6
月には達成された報告が聞けるよう、各委員長方には宜しくお願いします」とお話を頂きました。
委員会

委員長

会場監督

本川 武志

クラブ奉仕

澤田 一幸

会員増強

大泉 裕一

出席

小原 喜公夫

S・BOX

佐藤 邦彦

R 情報・会報

畑中 健作

プログラム

佐藤 優昭

親睦

塩田 亨

職業奉仕

豊嶋 正孝

社会奉仕

伊藤 英実

青少年奉仕

丹治

洋

国際奉仕

森川 昭正

R 財団

冨田 和彦

米山記念奨学会

松井 有紀

活動計画・方針
楽しく・和やかに、気品と風紀を守り、全会員一つとなって繋がることで秩序ある例会
運営ができるよう努めます。
各委員会と連携・協力をし、ロータリアンとしての意識の高揚と次代を担う人材の育成
に努め、クラブ機能の充実と、会員同士の交流を図り、全会員が高い意識をもって行動
できるよう努力して参ります。
当年度は純増 3 名を達成し、会員数 30 名以上を維持したまま、翌年度へ引き継ぐこと
を目標とします。目標達成の為に、全会員のご協力をお願いします。
各委員会と連携し、通常例会、夜間例会ともに出席率 80％を目標にし、更に各行事には
積極参加を呼び掛けていこうと思います。
会員、ご家族、友人、職場など些細なことでもハッピーなニュースがあれば、皆で祝福
したいと思います。ホッとなれるような雰囲気を作っていきたいと思います。
ロータリーに関する知識や情報の提供に努め、さらなるロータリー活動の活性化を図り
ます。週報を通じ、内外へ宮城野 RC の魅力をアピールします。
ゲスト卓話を月 1～2 回へ見直し、多くの会員出席のもと行う。卓話のない日は、フレ
ーディスカッション形式としてテーマを掲げ意見交換をしたい。
定例親睦行事はもちろんのこと、公式行事、記念行事や友好クラブとの行事においても、
各委員会と連携し、つながりが実感できるよう取り組んでいきます。
ロータリーにおける職業奉仕の意味を理解する機会を検討し、例会での会員による職業
奉仕スピーチや情報発信の機会を設けていきたい。有益な職場訪問も企画実践したい。
仙台七夕期間中の仙台駅前清掃事業はじめ、「柔の絆Ⅱ」（大村 RC・角館 RC との共同事
業）の実施、宮城県交通遺児孤児への支援を検討する
当クラブは 25 周年を迎え、友好クラブ大村 RC との共同事業「柔の絆Ⅱ」を行います。
大村と宮城の中高生の柔道交流を柱に活動します。
昨年度、ソウル ROTC クラブとの GG を活用したプロジェクトを成功させました。RID3640
地区の地区大会参加のお誘いもあります、この「つながり」を大切にしていきます。
本年度も年次基金へ 1000 ドル寄付のほか、ポリオ撲滅支援として 1000 ドル寄付を行い
ます。皆様のご理解とご協力に感謝します。
奨学生に卓話を依頼し、母国の現況や学生生活を含む日本でのエピソード等について話
してもらう機会を設ける。また、イベントなどの折に会員へ支援協力をお願いする。

