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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     ・・・ IM報告会 

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 

3 月 11日（木）通常例会 

卓話：㈱光エンジニアリングサービス 

代表取締役社長 新野 正之 様 

3 月 18日（木）休  会 

3 月 25日（木）通常例会予定 

※決まり次第ご案内致します 

4 月 1日（木）休  会 

本日の予定 

会員卓話 

インターシティ・ミーティング 

報告会 

3月のローリーレート    

１＄＝ 106 円 

3月のお誕生日 

おめでとうございます！！ 

8日 荒若 健志 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 3月 

「水と衛生月間」 

世界ローターアクト週間 

3月 13日～20日 

2/18 会長・幹事報告            

○森川 昭正 会員 が、ガバナー・ノミニー・デジグ

ネート（2023-2024年度ガバナー）として正式に指

名されました。 

  

○鈴木ガバナーエレクトより、2021-22年度 地区資

金・財務・会計委員会 資金委員 の推薦依頼を頂い

ております。 

 

○2月 16日に、大村 RC例会へリモート参加させて頂

きました。俣野会員の卓話 「遠きみちのくへの想

い」 の資料を回覧いたします。 

ニコニコ BOX（★2月 18日） 

★澤野 義章 会長 …本日は戦略計画委員会です。

森川委員長「千里の道も一歩から」どうぞ宜し

くお願い致します。 
 

★荒若 健志 会員 …森川委員長、本日は欠席で申

し訳ございません。断水 3日目、蛇口を捻ると

水が出る当たり前の生活に戻りたい（泣） 
 

★丹野 憲二 会員 …74歳になりましたが、まだ

まだ発展途上です。果物美味しく頂きました。

有難うございます。 
 

★冨田和彦会員…久しぶりの RCです。先日脊柱

管狭窄症の手術を終えて、退院して日々リハビ

リに励んでおります。今年の春のラウンドへ向

け緩やかに歩み始めました。宜しくお願い致し

ます。 
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ガバナー・ノミニー・デジグネート決定のお知らせ 

2021年 1月 14日付で当クラブより 森川 昭正 会員を推薦しておりましたが、2月 14日（日）ガバナ

ー指名委員会にて検討された結果、ガバナー・ノミニー・デジグネート（2023-2024年度ガバナー）として

正式に決定されました。 

 

国際ロータリー第 2520 地区 2023-2024 年度ガバナー候補として 

森川 昭正 

先週末の令和 3 年 2 月 14 日に地区ガバナー指名委員会が開催され、2023-2024 年度ガバナー候補として指名さ

れることが決定した旨の報告を受けました。国際ロータリー細則第 12条の規定では、ガバナーノミニーは、ガバ

ナーとして就任する 24～36ヶ月前に選出することとされており、本年 7月 1日（24か月前）よりガバナーノミニ

ーになることになります。また、それまではガバナーノミニー・デグジネートという立場になります。 

指名委員会が開催された日曜日の午後一番に澤野会長から電話があり、この決定の第 1 報を受けました。その

日は次年度ガバナー補佐として地区チーム研修セミナーを受講する日でしたので午後 1 時から 3 時半まで研修を

受けました。週が明け、月曜日の朝 1 番で、ガバナー指名委員会の委員長の鈴木賢パストガバナーから電話があ

り食事に誘われ、午後には鈴木俊一ガバナーエレクトからも指名委員会の報告及びガバナー補佐の担当分区の相

談の電話が入りました。既に自分の周りが動き始めているという実感をひしひしと感じています。 

先日、皆様宛のメールに書かせて頂きましたが、私のガバナーノミニー年度、ガバナーエレクト年度も含め、任

期である 2023 年 7 月から 2024 年 6 月末まで、それぞれ段階を経て忙しい毎日になるかと思います。この間、仙

台宮城野ロータリークラブの会員の皆様には一方ならぬご協力とご支援、ご尽力を賜ることとなりますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

私自身、この重圧に圧し潰されそうですが、皆さまのお力添えを頂きながら、この重責を果たしていきたいと思

います。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

2月 18日卓話報告 

仙台宮城野ロータリークラブの戦略計画についてグループ討議しました！ 

戦略計画委員会：森川 昭正 委員長 

澤野会長年度では、当ロータリークラブの 3 年から 5 年後の目標を設定するため、戦略計画を立てる「戦略計

画委員会」が設置されております。この戦略計画を立てることを目的に、皆様と一緒に考えてみることにしまし

た。2 月 18 日の例会では以下のことについて、皆様とディスカッションし、会員皆様からの多くの希望や提案が

出されましたので、ご報告いたします。 

 

◇第 1段階：現状分析 

①当クラブの長所と短所を挙げてみましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〘長所〙 

・伸び伸びとして自由闊達な雰囲気 

・伝統、ロータリーの本質が受け継がれている 

(堀籠初代会長の良い影響) 

・いざという時に協力しあえる雰囲気 

・地区における活動経験している会員（世界大会参加者が多い） 

・様々な豊富な人脈を持っている会員がいる 

・IMを的確に実施できるノウハウ、実行力がある 

・会員構成が多種多様 

・大村 RCとの交流により活動が多彩・深み 

・平均年齢が若い 

・会員が少ないので親密な関係 

・会員同士がフレンドリーで楽しい、会話が多い 

・世代間のギャップが少なく、自由な雰囲気がある 

・和気あいあいとしている 

・歴史にとらわれず活動ができる 

・役割及び発言の機会が多い 

・居心地がいい 

・気取らない、会員を受け入れやすい環境が整っている 

〘短所〙 

・会員数が少ない 

・退会者を引き留められない 

・マンネリ、改善改革がない 

・新入会員へのサポートが今一 

・在仙の他のクラブとの交流が少ない 

・会員数が少ないため、事業の幅が限られる 

・会員間の理解が今一 

・敷居が高い（当クラブだけの問題ではない） 

・経験が浅い 

・女性会員が少ない 

・財団への寄付などが消極的 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 月 1 日 仙台東 RC 例会訪問 報告 

1日（月）の仙台東 RC例会へ、澤野会長、森川ガバナ

ーノミニーデジグネート、冨田会員、横山会員の 4名で

訪問致しました。澤野会長、森川会員が壇上でご挨拶さ

れ、仙台東 RC の皆様へガバナー就任のご報告と、今後

のご協力のお願いをさせて頂きました。 

地区補助金事業「宮城県交通遺児等支援事業」報告 

２月２２日（月）、本年度の青少年奉仕事業である「宮城県遺児等サポート支援活動」として、３月に中学校を

卒業する対象者１１０名に教育図書の贈呈を行いました。 

当日は、佐野宮城県副知事、伊東教育長、佐々木幸士県議に澤野会長、上畑幹事より目録をお渡ししました。現

物は、３月に県から直接対象者のお手元に届けて頂きます。 

当クラブでは２０１４年から継続して取り組んでいる事業ですが、今年度は地区補助金を活用した初めての事業

となりました。今後も支援対象者や方法等を検討しながら支援を続けていければと思います。 

青少年奉仕委員長 伊藤 英実 

  

②会員を増やし、現会員の積極的な参加を促すために何かアイデアはありますか？ 

 

 

 

◇第 2段階：ビジョン 

①この地区で 3年～5年で、できること・やってみたいことを挙げてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

以上のようなご意見が出ました。これらを基に会員の皆様と相談しながら戦略計画を立案して行きたいと思い

ます。皆様ありがとうござました。 

   

・同業及び業界内で声をかけ、増強を図る         ・会費や例会回数の見直し 

・対外的に活動内容を理解してもらう           ・1人の会員が 1人を勧誘する（OB、退会者含） 

・敷居を低くする                    ・会費が高いなりのステータスが重要 

・コロナ禍において退会者を出さないようにする      ・コロナ感染症終息まで会員負担を軽減する 

・2年間くらい全会員で集中し、例会、行事、部会へ連れてくる              （会費、例会回数など） 

 

・インターアクトクラブを設立したい           ・読書会、俳句会への参加 

・大村 RCとの交流                   ・スキーツアー 

・他地区のクラブとの交流、ソウルのクラブと姉妹締結   ・仙台駅東口の記念碑をもっと発信したい 

・温泉旅行などの旅行会                 ・スポーツ観戦ツアー 

・オーストラリア協会などとの国際交流          ・毎年 5名前後の RLI資格を取得する 

・宮城野 RCとして明確な奉仕の理想を持つ（対外的に「宮城野 RCはこれをやっている」と言えるような 

・汗をかき、形になるものを作りたい           ・お互いが理解し合える、心地よい仲間作り 


