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◇ 開会点憧 

1. ロータリーソング    ・・・ 君が代・奉仕の理想 

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        ・・・ 会長・幹事 就任挨拶 

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 

7 月 11 日（木）「クラブ協議会」 

 12：30～例会 13：00～14：00 クラブ協議会 

7 月 18 日（木） 通常例会 

  卓話：「R の翼 報告」 

7 月 25 日（木） 夜間例会 

  八波亭 18：30～例会 19：00～懇親会 

本日の予定 

延川 正英 会長 

荒若 健志 幹事 

「就任のご挨拶」 

6 月 22～25 日「青少年短期交換留学受け入れ」 

 

アメリカオクラホマからの留学生のホームステイを、荒若

会員宅でお引き受け頂きました。ありがとうございまし

た！！詳細は、7/18の卓話でご報告頂きます。 

6 月 20 日例会報告 

ご訪問頂きありがとうございます。 

・松坂 宏造 ガバナー補佐 (仙台東) 

・仙台レインボーRC 大槻 正信 会長 

・仙台レインボーRC 越後 勇人 幹事 

  

7月のロータリーレート 

１＄＝108円 

7月のお誕生日 

おめでとうございます！！ 

12 日 佐藤 優昭 会員 

21 日 丹治  洋 会員 

プリザーブドフラワー 

アレンジメントをお贈りします 

mailto:miyaginorc@dune.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6/20 ニコニコ BOX 

★国際ロータリー第 2520 地区ガバナー補佐 松坂 宏造 様 …1 年間お世話になり感謝致します。ありがとうございまし

た。次年度は地区の職業奉仕委員会を担当致しますので、引き続き宜しくお願い致します。 

★仙台レインボーRC会長 大槻 正信 様 …創立 20周年記念式典において、お手伝い頂き大変ありがとうございました。こ

れからも御指導宜しくお願い致します。 

★千葉 健 会長 …前回の豊嶋会員、本日の伊藤会員、会員卓話ありがとうございます。宜しくお願い致します。 

★畑中 健作 会員…納会ゴルフ参加できず申し訳ありません。千葉会長、小原幹事、1年間お疲れ様でした。 

★佐藤 優昭 会員…本日の例会で、この会場進行役は最後となります。皆さん、スムーズな例会進行にご協力頂き、ありがと

うございました。 

6 月 20 日 第 12 回 会員卓話 

「宮城県内仙台市内の住宅事情」 

日本洋瓦商事㈱ 代表取締役 伊藤 英実 会員 

昨年度の日本全体の新設住宅着工戸数 952 千戸（前年比 0.7%）のうち宮城県約 2 万戸（前年比▲7％）、東日本大

震災以降、前年対比プラスが続いていましたが、皆様の景況感と一緒で 2015 年後半より減速傾向です。また、住宅

リフォーム市場も築 10 年を過ぎた辺りからリフォーム適齢期となりますが、東日本大震災で修繕・補修等の需要の

先食いがありリフォーム市場のストックが枯渇しているのも見逃せない現状です。 

昨年の 4～6 月の県内の業者別住宅着工棟数を見ますと、上位 10 社のうち 1.2.3.8 位は「飯田グループ」と呼ばれ

る、ハウスメーカー、ローコスト住宅、地元ビルダーではない「第 3 極」です。以前は東京・大阪・名古屋の東名阪

の事と思っていましたが、ここ仙台でも同じ状況になってきています。原因として考えられるのは、住宅用土地の不

足による「地価の高騰」です。土地に 25～30 百万円費やすとどうしても、上物にお金をかけられなくなります。鶴

ケ谷、南光台、将監等の昔からの団地で一区画 70～80 坪、高齢化に伴い空き家、空き地を「第 3 極」が仕入、2～3

分割して建売住宅として販売しています。 

最後に、一昨日発災した「新潟山形地震」においても、東日本大震災、熊本地震、昨年 6/18 に発災した大阪北部地

震と同様、報道機関・メディアは地震の大きさを伝える気象用語のように、屋根瓦が落下したニュースで流しており

ます。業界団体の会長を務めている立場上、風評被害とならないよう、今後とも活動して参りたいと思います。 

6 月 20 日卓話報告 

「本年度を振り返って」 

 仙台宮城野ロータリークラブ 2018-2019 年度 千葉 健 会長 

今期初めに発表した「会長方針」をもとに振り返りますと、クラブのサポート強化としての会員維持と増強に関し

ては、男性 2 名の退会、一人は長年欠席で継続の意志が確認されていない状況にあったので、敢えて、意思確認の結

果してみたところ退会となりました。もう一人は、会社経営の悪化が原因で 3/4 期で退会となりましたことはやむを

得ない事。女性 1 名は、職場事情で退会せざるを得なかったご事情がありました。 

次に人道的奉仕の重点化と増加に関して、伊藤会員等の歴代会長が繋いだ「宮城県交通事故等遺児支援」への長年

の寄付が表彰され、河北の新聞にも取り上げられました。また、スポーツを通しての子ども、親子の集いとしてプロ

バスケットボールの試合観戦、大震災後の大村 RC との様々なコラボレーションでは、被災地支援のミニ音楽会の開

催、120 名を超える参加者と、木村柔道館長も駆け付け、石巻日日新聞が掲載しました。また、音楽家の協力を得て

いのちの電話石巻支部への寄付も行いました。 

卓話では、プログラム委員長の尽力で、毎月のロータリー月間にふさわしい話題の講師をお招き頂いたほかに、会

員に毎月の誕生日を契機に、履歴書に留まらず、1 年の方針なり、今後の豊富なりを報告頂きました。 

会長挨拶として、毎週世界の言語をご紹介しました。30 か国の挨拶を紹介しましたが、記憶に残りましたでしょう

か。頭の体操で試みましたが、個人的には 5 月の訪韓には役に立ちました。 

毎月、1 回は移動・夜間例会（出席をどう増やすかには繋がりませんでした）なり、家族同伴親睦会が開催出来ま

した。9 月にはいのちの電話の会議室でおにぎり程度の昼食で移動例会とし、他クラブの良い所を真似て、7 万円程

の小さな寄付が出来ました。 

おまけに、努力目標としてソウルへ実情見学。大村 RC との交流はゴルフは出来なくても歓迎会が行われ、次期会

長、幹事のご協力を賜りました。 

達成度よりも後悔が残りましたが、いずれにしても、会長職を引き受けて知ったこと、ロータリーの課題、面白さ

が分かりました。皆様のお陰です。私からの報告は以上です。今後とも宜しくお願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/27 ニコニコ BOX 
☆小原 喜公夫 幹事…1年間ありがとうございました。次年度、延川新会長、荒若新幹事のご活躍を期待しております。 

☆荒若 健志 会員…千葉会長、小原幹事、1年間大変お疲れ様でした。来週からは 1年間幹事として頑張ります。 

☆森川 昭正 会員…千葉会長、小原幹事、1 年間ありがとうございました。お疲れ様でした。延川会長エレクト、荒若幹事

エレクト、次期 1年盛り上がっていきましょう！ 

☆本川 武志 会員…1年間ありがとうございました。次年度は SAAとして楽しい会場運営が出来ますように頑張ります。 

☆塩田 亨 会員…今年度も千葉会長、小原幹事には大変お世話になりありがとうございました。そしてお疲れ様でした。 

☆佐藤 優昭 会員…千葉会長、小原幹事、ご苦労様でした。延川会員、荒若会員、1年間宜しくお願い致します。 

☆澤野 義章 会員…千葉会長、小原幹事、1 年間大変楽しく過ごす事が出来ました。心よりお礼申し上げます。来年度は延

川新会長、荒若新幹事宜しくお願い申し上げます。 

☆我妻 崇 会員…千葉会長、小原幹事、1年間ありがとうございました。 

☆横山 昭一 会員…千葉会長、小原幹事、会員の皆様、1年間ご苦労様でした。 

☆澤田 一幸 会員…千葉会長、小原幹事、1年間どうもお疲れ様でした。本日納会欠席となりますが宜しくお願い致します。 

2,018-2019年度もお世話になりありがとうございました。 

☆今野 広子 会員…本年度も千葉会長、小原幹事のもと大変お世話になりました。平成 13 年 6 月 20日入会以来丸 6年間

大変お世話になりました。皆様とご家族様皆様の今後のご活躍とお幸せと、仙台宮城野 RC の益々のご発展をお祈りしてお

ります。新年度、延川新会長、荒若新幹事のご活躍をお祈りしております。事務局の秋田さんお世話になりました。 

6 月 27 日例会報告 

親睦夜間例会「納 会」 18：30～ 大観楼にて 
27 日に割烹蒲焼 大観楼にて、2018-2019 年度の親睦夜間例会「納会」が開催されました。千葉会長、小原幹事からご挨拶をい

ただき、一年間の重責を果たされた事で終始笑顔でございました。森川副会長の乾杯後に、延川会長エレクトから入会予定の佐藤

英征さんをご紹介いただきました。また、卒業される髙橋会員、今野会員から皆様へご挨拶をいただきました。寂しい気持ちもあ

りますが、今後のご活躍を祈っております。 

この一年、親睦委員長として会員のみなさまのご協力で無事に？終える事が出来ました。ありがとうございました！ 

                                                             親睦委員長 本川 武志 

 

大観楼店主 遠藤様より 

日本酒をお差入れ頂きました 

7 月からの新入会員 

佐藤英征さんをご紹介です 

ご退会の髙橋会員、今野会員

よりご挨拶を頂きました 

千葉会長、小原幹事 

1 年間大変お疲れ様でした！！ 


