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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     ・・・ 西村 秀一 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/ 

 
 

例 会 予 定 

2 月 11日（木）祝  日 

2 月 18日（木）通常例会 

卓話：戦略計画委員会 

2 月 25日（木）親睦夜間例会「鍋を囲む会」 

 

本日の予定 

独立行政法人国立病院機構  

仙台医療センター      

臨床研究部ウイルスセンター長  

西村 秀一 様 

「新型コロナウイルスの今」 

2月のローリーレート    

１＄＝  104 円 

2月のお誕生日 

おめでとうございます！！ 

1日 上畑 日登美 会員 

14日 丹野 憲二 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 2月 

「平和構築と紛争予防月間」 

2月 23日 

ロータリー創立記念日 

世界理解と平和の日 

1/28 会長・幹事報告            

○2021-2022年度 地区委員選出のお知らせ 

次年度の地区委員をお引き受け頂きました。よろし

くお願い致します。 
 

   クラブ奉仕委員会  伊藤 英実 会員 

   職業奉仕委員会   延川 正英 会員 

   社会奉仕委員会   佐藤 優昭 会員 
 

※地区委員選出に伴う、クラブ運営組織の変更につき

ましては、2月の理事会にて報告予定です 

 

〇2021-2022年度ガバナー事務所より、事務局員退職

のお知らせを頂いております。 

 

○仙台市天文台より、オーナーサポート期限終了のお

知らせ、と継続のお願いが届いております。 

 

ニコニコ BOX（★1月 28日） 

★澤野 義章 会長 …本日はクラブ協議会宜しくお

願いします。先週、網張温泉スキー場に行ってき

ました。話もすべってますが、スキーも滑ってま

す。 
 

★千葉 健 会員 …遅れましたが、今年度も宜しく

お願い申し上げます。本日の誕生日祝い、誠にあ

りがとうございました。 
 

★小泉 智夫 会員 …誕生日祝いありがとうござい

ました。 
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1月 28日報告 

「2020-2021 年度 第 2 回クラブ協議会」報告 

本年度第 2 回目のクラブ協議会が開催されました。会計の大泉会員から、中間決算発表を頂き、その後各委員

会委員長より、中間活動報告を頂戴致しました。（ご報告より一部抜粋して掲載させて頂きます。） 

 

◆会場監督 ・ 戦略計画委員会                     委員長：森川 昭正 
  例会はロータリークラブの活動の根幹となる一番重要な会であります。本年度は新型コロナウイルスの影響

により例会数も限られ親睦会も開催できない状況です。しかし、限られた回数でも多くの会員にご出席頂き、和

やかで楽しみのある例会が開催出来ているものと考えます。 

  戦略計画委員会としては、来月 2月 18日の卓話の時間を頂戴し、皆様とクラブの未来を考える機会を計画中

です。皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思いますので、ご出席宜しくお願い申し上げます。 

 

◆クラブ奉仕委員会                           委員長：我妻  崇 
  コロナ禍の中、10/24に親睦家族会「芋煮会」を開催できたことは、会長幹事の熱意によるものであったと思

います。会員が苦しい中でも、いかに逞しく仕事をし、生活をしていく事が大切なことかを互いに意識しあう事

も必要です。その中で、コロナ禍にかかわる問題について、丹野会員、千葉会員、から医師の立場でのお話を頂

けたこと、私も法律問題のお話をさせて頂いたことで、少しは役割を果たすことができたのかなと思います。 

 

◇会員増強委員会                            委員長：佐藤 優昭 
  本年度は増強よりも退会者を出さない事を目標にしております。今のところは、内藤会員にご入会頂き 1 名

増強の 26名体制となっております。先日も在仙クラブの解散の話など、暗いニュースが多い昨今ですが、苦難

の時程ロータリークラブは必要であると考えます。会員の皆様には、改めてロータリー活動をご理解頂き、引き

続きご協力を頂けますことをお願い申し上げます。 

 

◇出席委員会                              委員長：小幡 敏美 
  本年度は、コロナの影響で例会開催が難しく例会数が少なくなっておりますが、皆様には少ない例会にご予

定を調整して頂いており、出席率は 80％を超える状況です。例会で会員同士顔を合わせ、状況を確認できるこ

とは頼もしい限りです。後期も皆様のご理解、ご協力をどうぞよろしくお願い致します。 

 

◇ニコニコ BOX 委員会                          委員長：佐藤 英征 
  本年度の会長指針にございました、会員一人 40,000円の寄付目標ですが、コロナ禍の中、例会開催数も少な

くなっており、まだまだ厳しい状況となっております。後期も少ない例会数の中ではございますが、会員皆様の

ご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

◇プログラム委員会                           委員長：畑中 健作 
  本年度はコロナの影響から外部のスピーカーを積極的にお招きすることが叶いません。しかし、クラブメン

バーによる卓話や、他クラブメンバーのお話等、コロナにかかわる多くの専門的なお話が聞ける貴重な機会が

多く充実したプログラム運営ができているものと思います。 

  後半も、各委員会の勉強会や、会員スピーチなどで楽しいプログラムを心がけて参ります。 

 

◇親睦委員会                              委員長：佐藤 邦彦 
  コロナ禍の中、親睦活動、特に夜間の親睦会の開催ができない状況となっており、クリスマス家族会も中止と

なってしまいました。しかし、ゴルフコンペ、家族会「芋煮会」等、野外で親睦を深めることができております。

後半も暖かい季節となりましたら、皆様のご意見をもとに親睦会の企画をして参りたいと思いますので、引き

続きご協力の程よろしくお願い致します。 

 

◆職業奉仕委員会                            委員長：横山 昭一 
  事業の継続的な繁栄を願うことが職業奉仕の理念であり、このような時だからこそ会員同士の職業情報の発

信により理解を深めることは重要であると考えます。前期は、会員による専門的な職業スピーチを発表頂き、会

員の為になる情報を多く聴くことができました。RLI方式によるクラブアッセンブリーの開催はまだ難しい状況

ですが、元会員の新妻さんのご協力のもと 11/26 に「みどりの杜 観光果樹園」にて職場訪問を開催すること

ができました。地元を拠点とした巨大観光施設の計画を学び、また、トマト狩りなども体験させて頂きました。

多くの会員の皆様にご参加頂き、ありがとうございました。後期は、引き続き会員による職業スピーチの充実

と、勉強会なども企画できればと考えます。皆様のご協力をお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

2021 年ロータリー国際大会（台湾大会） バーチャル開催について 

誠に残念なことに、この度、国際ロータリー理事会も、今年の国際大会をバーチャル行事として開催するという

苦渋の決断を再び余儀なくされることとなりました。 まったく予期していなかった決定ではないものの、私たち、

そしてこの一大行事を計画してこられた台湾の方々にとって、非常に残念な決定です。素晴らしい行事となってい

たであろう今大会の支援に力を捧げてこられたホスト組織委員会に、心から感謝したいと思います。 

ワクチン導入と公共の保健対策によって新型コロナウイルス流行が終息することを願っておりました。世界の多

くの地域で今もコロナウイルスが猛威をふるっており、大勢が集まる主要行事については警戒と忍耐をもって開催

を控えなければならないことを、私たちは認識しています。台湾はコロナウイルス対策で成果を挙げており、現地

のロータリアンは地元での国際大会開催に期待を膨らませておられました。世界保健機関ならびに台湾の公共保健

機関によるガイダンスの下、これほどの規模のイベントを安全に開催するのは不可能であることが明らかとなりま

した。伝統的な形式での国際大会ができないのは残念ですが、世界の全ロータリアンが参加できるバーチャル国際

大会が企画されていることを嬉しく思います。昨年のバーチャル国際大会は、1週間にわたるプログラムを含め、

非常に多くの方にご視聴いただきました。今大会を最高のバーチャル行事とするために、これまでに私たちが学ん

できたすべてのことを生かして、楽しみ、学び、わくわくするような新たな機会とすることができるでしょう。2021

年バーチャル国際大会に関する詳細は、近日中にお知らせします。 

2020-21年度国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク 

◆社会奉仕委員会                            委員長：澤田 一幸 
  これまでの社会奉仕活動を振り返りますと、その年の災害に対しての支援が多くございます。本年度も、7月

に発災しました、非常に広範囲の豪雨災害「令和 2年豪雨災害」への災害義援金を皆様より募り、ガバナー事務

所を通して支援させて頂きました。ご協力に感謝申し上げます。 

友好クラブである大村 RCとの共同事業につきましても、コロナの影響から、昨年度から準備されておりまし

た「柔の絆」事業が終結され、その他事業等につきましても、難しい状況が続いております。 

後半は、澤野会長とご相談しながらできることを考えて参りたいと思います。 

 

◆青少年奉仕委員会                           委員長：伊藤 英実 
  当クラブの継続事業として取り組んで参りました「交通遺児等への支援」について、本年度は支援金とは別

に、地区の補助金を活用した取り組みを進めております。宮城県教育庁との相談の上、本年度中学を卒業される

106名を対象に、教育庁が推薦している教育手帳とその使い方のキッドをセットにして卒業式に合わせた 3月に

寄贈致します。宮城県と日程を調整し、澤野会長には県庁へお運び頂き、贈呈式を予定しておるところです。実

施後に改めて皆様へご報告させて頂きます。 

 

◆国際奉仕委員会                            委員長：千葉  健 
  世界災害の中、これまで以上に、世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進するロータリーの国

際奉仕はどこに向かうのかが問われています。今期の地区事業、青少年交換留学ロータリーの翼も中止とされ、

国際大会の開催も危ぶまれている状況です。これからの活動を切り開くアイデアを会員皆様と考えていきたい

と思います。 

 

◆ロータリー財団委員会                         委員長：松井 有紀 
  財団が関与する多々のプログラムを維持するためには安定した資金の供給が欠かせません。前回お話いたし

ましたが、手っ取り早い一般寄付はポールハリスフェローと思います。分納の制度もありますので、理事会にお

いて補助金等も検討して頂き、ぜひとも参加をお願い致します。世界的なコロナウイルス蔓延化により中止に

おいやられた、ポリオ予防接種活動も再活動したとロータリーの友に記載されておりました。我々のいくばく

かの寄付により、助けを必要とする地域社会に貢献することはロータリアンとしての使命と思います。ご検討

宜しくお願い致します。 

 

2020-2021 年度「 地 区 大 会 」中止のお知らせ 

4 月 17 日、18 日に開催が予定されておりました 2020-2021 年度地区大会が、新型コロナウイルス感染拡大など

さまざまな状況により中止となりましたのでお知らせ致します。 

現在、ロータリーの魅力を再認識すべく、これまでの第 2520 地区の活動を基に、“地区ロータリーを語る”企

画が検討されております。その映像 DVD と本来地区大会で発信すべき情報を取りまとめた冊子が、5 月に各クラ

ブに送付される予定です。なお、地区表彰につきましては、わかり次第お知らせ致します。 

 


