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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     ・・・ 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     ・・・ 千葉 健 会員 

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/ 

 
 

例 会 予 定 

12 月 10日（木）通常例会 

話：㈱アルファー企画 企画室長 佐野康幸様 

12 月 17日➢19日へ例会変更 

12 月 19日（土）親睦夜間例会 

「クリスマス家族会」18：00～ 

12 月 24日（木）休  会 

本日の予定 

ロータリー月間テーマ卓話 

千葉 健 会員 

「自死予防とコロナ禍」 

12月のローリーレート    

１＄＝105円 

12月のお誕生日 

おめでとうございます！！ 

10日 澤田 一幸 会員 

15日 澤野 義章 会員 

26日 我妻  崇 会員 

30日 佐藤 英征 会員 

お誕生日プレゼントは「季節のフルーツ」 

をご自宅へお届けいたします。 

ロータリー月間テーマ 12月 

「疾病予防と治療月間」 

11/12 会長・幹事報告            

【12日ゲスト】 

〇国際ロータリー第 2520地区 

 ロータリー財団補助金委員長（仙台レインボーRC） 

  梶浦 正 様 
 

【12日ビジター】 

〇仙台青葉 RC 芳賀 英樹 会長 

○仙台青葉 RC 澤田 誠 IM実行委員長 

 
2021年 2月 21日に開催予定の、第 7分区インター

シティ・ミーティングのご案内を頂きました。 

○例会では、ソーシャルディスタンス（社会的距離）を確保した会場設営を行っております。 

○会話の際は必ずマスクの着用をお願い致します。また、会場への入室前には、手洗いや消毒液のご使用へのご

協力をよろしくお願い致します。 

○会員様方には、体調を最優先して頂き、体調管理のご協力をよろしくお願い致します。 

mailto:miyaginorc@dune.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ニコニコ BOX（★11月 12日・☆11月 26日） 

★卓話講師 地区ロータリー財団補助金委員長 

 梶浦 正 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。 
 

★仙台青葉 RC 芳賀英樹会長、澤田誠 IM 実行委員長…来年 2 月 21 日のインターシティミーティングどう

ぞよろしくお願い致します。 
 

★澤野 義章 会長 …梶浦委員長、本日はお忙しいところおいで頂きまして有難うございます。卓話楽しみにし

ております。どうぞよろしくお願い致します。 
 

★上畑 日登美 幹事 …昨日 11 日に仙台北 RC の 3000 回記念例会に行って参りました。フルートの演奏に

魅了されました。男性方はフルートの演奏よりもバニーガールに魅了されていたようです。 
 

☆卓話講師 仙台ターミナルビル㈱ 顧問 （元仙台宮城野 RC会長） 

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。 

ゴルフ部会報告 

11 月 15 日 ゴルフ部会コンペ 開催報告 

11月 15日（日）泉パークタウンゴルフ倶楽部にて親睦ゴルフ

コンペ（ゴルフ部主催）を開催いたしました。 

爽やかな秋晴れの中、澤野会長・上畑幹事をはじめとした 16

名の会員皆様に参加頂きました。 

各組の皆様も大変楽しそうにプレーしているのが見うけられ、

特に 1組目の皆様は 3組後ろまでにぎやかな声が聞こえてきまし

た。 

次回も楽しいゴルフコンペが出来るように企画していきたいと

思います。次回開催はゴルフ部部長しだいです。（笑） 

ゴルフ部副部長 荒若 健志 

11月 12日例会報告 

「ロータリー財団奨学生の活躍」 

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 

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通

じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。ロータリー会員は、スキルと職業、ネットワーク、

リソースを生かして、平和の推進、疾病との闘い、安全な水の提供、母子の健康、教育の支援、地元経済の成長な

ど、世界のニーズに取り組んでいます。これらの取り組みにグローバル補助金を利用することが可能です。 

 

グローバル補助金は、ロータリーのいずれかの重点分野に該当する国際的活動を支援します。 

• 人道的プロジェクト：地域社会のニーズに取り組み、持続可能かつ測定可能な成果をもたらす 

• 職業研修  ：職業研修を通じた地域の発展と能力向上を支援。専門職業人のグループを海外に派遣し、現地の

人びとへの指導や研修への参加などを行う。 

• 奨学金  ：いずれかの重点分野におけるキャリアを目指す人に大学院留学の費用を提供する。 

 

グローバル補助金奨学金は、以下のロータリー重点分野で活動する未来のリーダーを育成するためのものです。 

〇平和構築と紛争予防 〇疾病予防と治療 〇水と衛生 〇母子の健康 〇基本的教育と識字率向上 

○地域社会の経済発展 

グローバル補助金奨学金は、1～4 年間の大学院レベルの学業または研究活動に充てることができます。重要な

要件の一つは、援助国側（派遣側）の地区／クラブと実施国側（受入側）の地区／クラブが協力することです。 

支援を受けた奨学生は、様々な分野で現在も幅広く活躍をしています。 

 

近年、ロータリー財団への理解が深まり多くのグローバル補助金申請、地区補助金申請を受けます。ぜひ、皆様

の活動に役立てて頂ければと思います。 



 11月 26日移動例会報告 

11 月 26 日 移動例会「みどりの杜観光果樹園」職場訪問 報告 

 職業奉仕委員会主催の職場体験が、26日開催され、13名の会員にご参加頂きました。元当クラブ会員の新妻

博敏さんのご案内で、みどりの杜観光果樹園にてトマト狩り体験を行い、貴重な体験となりました。 
 

 

「せんだい農業園芸センター みどりの杜 観光果樹園について」 

 仙台ターミナルビル㈱ 顧問 新妻 博敏 様 
せんだい農業園芸センターは、仙台東部地域の「農と食のフロンティアゾーン」における支援拠点施設として、

「観光果樹園」を運営しております。1年を通しさまざまな種類の果物、野菜を生産いたします。そしてお客様に

とって魅力的で新たな発見をして頂けるよう、たくさんの品種をそろえ、食の安心・安全に配慮し、品質の良いも

のを提供してまいります。 

また、体験型観光農園「JR フルーツパーク仙台あらはま」は「一年を通し旬の果物の摘み取り」「高品質な果物

を市中等へ供給」「東部沿岸地域の農業生産者や復興事業に参画されている事業者との連携」「旬の果物、野菜を使

ったカフェ・レストランと直売所の運営」をコンセプトとしており、2021 年 3 月の「体験型観光農園」開業に向

け準備を進めております。 

 

 仙台ターミナルビル㈱は 2016 年より仙台市農業園芸センター再整備事業に参画し、運営しております。 

≪せんだい農業園芸センター（みどりの杜）概要≫ 

（１）所在地 ： 宮城県仙台市若林区荒井字切新田 13-1 

（２）面 積 ： 〔栽培面積〕1.8ｈａ 

（３）事業開始 ： 2016年 4月 1日（園芸センターリニューアルオープン 4月 29日） 

（４）事業内容 

①観光果樹園事業 

 ・トマトハウス 約 2,160㎡ ・ブドウ 約 3,960㎡ ・ナシ 約 3,069㎡ ・リンゴ 約 1,581㎡ 

 ・ブルーベリー 約 3,883㎡ ・イチジク 約 1,500㎡ ・その他 直売・カフェ 

②研修事業 

・複合経営研修 ： 農業従事者の方又は複合農業経営に興味のある方向けの研修 

 ・果樹栽培研修 ： 観光果樹園で果樹の栽培知識を学ぶ研修 

 ・加工研修 ： トマト等野菜の加工調理研修 

③仙台市農産物生産促進支援事業 

・仙台市が推進する、農業振興施策についての事業を受託し実践しています。 

・受託事業「地産地消ＰＲ事業」「営農指導事業」「市民交流事業支援」「農業サポータ支援」等 

 

     

トマトは 18種類もの品種から摘み取り体験！ 


