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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     ・・・ 澤野 義章 会長 

4. 幹 事 報 告     ・・・ 上畑日登美 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     ・・・ 梶浦 正 様 

8. ロータリーソング    ・・・ 四つのテスト 

◇ 閉会点憧 

                            

 

 

 

 

  

 

         

２０２０－２０２１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/ 

 
 

本日の予定 

国際ロータリー第 2520地区 

ロータリー財団補助金委員長 梶浦 正 様 

「ロータリー財団奨学生の活躍」 

11月 5日 ニコニコ BOX 
 

☆澤野 義章 会長 …本日は宮城県教育庁 安住課

長様、ご来訪頂きありがとうございます。卓話楽

しみにしています。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

☆小幡 敏美 会員 …芋煮会では皆さんにお世話

になりました。家族も楽しんでました。ありがと

うございました。 

 

☆森川 昭正 会員 …誕生日のプレゼントありが

とうございました。フルーツ美味しかったです。 

会長報告              澤野 義章 会長 

〇在仙 11RC親善ゴルフ大会 結果 

  団体戦  第 3位! 

  ご参加頂いた皆さん、お疲れ様でした。 

幹事報告             上畑 日登美 幹事 

〇 大船渡西 RC より創立 50 周年記念式典・祝賀会の

縮小開催のご案内を頂いております 

 

〇 11 月 26 日（木）は職場訪問として「みどりの杜

観光果樹園」での移動例会です。 

  お時間は 12：30～14：00を予定しております。現

地集合・現地解散となります。 

  多くの皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

  なお、ご出欠を事務局までお知らせ下さい。 「職場訪問」開催のご案内 

本年度の職業奉仕活動と致しまして、職場訪問を開催致します。 

仙台宮城野 OBの新妻 博敏 さんにご協力頂き、「トマト狩り」体験を予定しております。ぜひ、多くの皆様にご参

加賜りますよう、お願い致します。 

 

【 日 時 】  令和 2年 11月 26日（木） 12：30 ～ 14：00 予定  ※現地集合・現地解散 駐車場あり 

  食事つき移動例会 「トマト狩り」体験あり  卓話：仙台ターミナルビル㈱ 顧問 新妻 博敏 さん 

【 場 所 】  せんだい農業園芸センター みどりの杜の観光果樹園 

          （仙台市若林区荒井字切新田 13-1 022-762-9688） 

※研修室にて、例会を開催致します。 12：30までに研修室へお入りください。 

例 会 予 定 

11 月 19日（木）休 会 

11 月 26日（木）職場訪問 12：30～ 

 場所：みどりの杜観光果樹園 現地集合 

12 月 3日（木）通常例会・理事会 

12 月 10日（木）通常例会 

mailto:miyaginorc@dune.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月度定例理事会 議事録 
2020.11.5 13：30～14：00            報告：幹事 上畑日登美 

1.12 月 19日（土）親睦夜間例会「クリスマス家族会」について 

・18：00～ ホテルメトロポリタン仙台 3階 曙の間 

・チャリティーオークション収益金支援先  「宮城県遺児等サポート奨学金」へ寄贈 

年間重要行事となっていること、チャリティによる青少年事業支援行事であることから感染対策を適切に講

じ、開催する。 

➢承 認 

2.ニコニコ BOXについて 

➢澤野会長より 

昨年度までの年会費徴収内のニコニコ請求は、本年度はありませんが、例年通りお一人様 40,000 円目標とさ

せて頂いておりますので、皆様のご協力をお願いします。 

以上 

 

11/5卓話報告 

「遺児等サポート奨学金制度について」 

宮城県教育庁総務課長 安住 浩志 様 

宮城県では、交通遺児等を激励し、健全な育成を図ることを目的として、昭和 50年に「交通遺児等教育手当」

（旧制度）を開始し、養育する方に月額 3，000円および寄付金の状況に応じて年度末に一時金を支給しておりま

した。仙台宮城野 RC様にも多大なるご寄付、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

現在は、東日本大震災で、保護者を亡くした児童生徒を対象とした「東日本大震災みやぎこども育英基金奨学

金」の見直しとともに、「遺児等サポート奨学金」として令和元年度から新たな奨学金制度としてスタート致しま

した。宮城県では、東日本大震災により保護者を亡くした子供たちの為に全国から寄せられたご寄付を基金に積

み立て、子どもたちの支援の為に使わせて頂いております。基金設立当初は、震災遺児・孤児向けの奨学金事業の

み実施しておりましたが、寄付者の方々へご説明の上、平成 28年からは子供たちの心のケアやいじめ・不登校対

策事業などに、令和元年からは「遺児等サポート奨学金」事業にも活用しています。これにより、東日本大震災以

外の要因により保護者を亡くされた小・中学生が、安定した学校生活を送り希望する進路を選択できるよう、以前

よりより充実させた奨学金を給付しています。 
 

「遺児等サポート奨学金」 
対象者：（1）県内の小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び

中学部に在籍する方 

（2）保護者（親権を行う者，未成年後見人その他の者で，当該児童生徒を現に監護する方をいいます。）

が，東日本大震災以外の要因により亡くなった方。ただし，保護者が亡くなった後，再婚（事実婚

を含みます。），保護者以外の方と児童生徒との養子縁組その他これに類する親族関係により，保護

者として児童生徒を監護する方が 2 名（原則として，少なくともそのうち 1 名は親権を行う者とし

ます。）いる方は除きます。 

給付額等 

対象者 月額金 卒業時一時金 

小学生 
10,000円 

150,000円 

中学生 200,000円 

 

在仙 11RC 親善ゴルフ大会 報告 

 恒例の在仙ゴルフ大会が 11月 1日に開催され、当クラブより 6名の会員にご参加頂きました。 

 【団体戦】 優勝 仙台北 RC  第 2位 仙台泉 RC  第 3位 仙台宮城野 RC！！  

 シニアの部では、小原会員が 3 位（ドラコン・ニアピン）、丹野会員 5 位、畑中会員 6 位（ニアピン）と健闘さ

れ、一般の部でも延川会員 6位、内藤会員 9位と皆様にご活躍頂きました！ 

   

11月 5日の 

例会時に表彰式

を行いました！ 


