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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     ・・・ 会長・幹事ご挨拶 

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 

7 月 9日（木）  休  会 

7 月 16日（木） 「クラブ協議会」 

 ホテル 21階 12：30～13：30  

ゲスト：佐々木 宏明 ガバナー補佐 

7 月 23日（木）  祝  日 

7 月 30日（木）  休  会 

本日の卓話 

澤野 義章 会長 

上畑 日登美 幹事 

「就任のご挨拶」 

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 

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。 

7月のロータリーレート    

１＄＝107円 

2020－2021年度 主な年間行事 

〇ガバナー公式訪問 

 2020年 10月 15日（木）12：30～ 

〇2520第 7分区インターシティー・ミーティング 

 2021年 2月 21日(日) ホテルメトロポリタン仙台 

〇2520地区大会 

 2021年 4月 17日-18日（花巻） 

〇RI国際大会 

 2021年 6月 12日－16日（台湾） 

※その他の行事に関しましては随時お知らせ致します 

RI日本事務局からのお知らせ 

 

エネルギッシュな台北を楽しみましょう！ 

毎年、世界中のロータリー会員が、より大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、将来の

成功に向けて適応力を高める新しい方法を国際大会で見出しています。 

2021年ロータリー国際大会（6月 12～16日）に出席し、エネルギッシュな台北（台湾）を楽しみまし

ょう。また、大会前行事の一つである「国際共同委員会：平和のための機会の扉を開く」に参加して、

新たな機会を発見しましょう。 
 

2021年 RI国際大会の事前登録が始まっております。国際大会の詳細は、ロータリーホームページ、マイロー

タリーよりご覧いただけます。 

mailto:miyaginorc@dune.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 年度最終例会 報告 

6 月 18 日（木）本年度最後の例会が開催されました。新型コロナウイルスの影響で夜間例会の納会ができませ

んでしたが、多くの会員にご出席頂き和気藹々とした雰囲気の最終例会となりました。 

延川会長より 1年間の当クラブの行った支援事業や行事のご報告のほか、1年間を振り返ってのお話を頂戴いた

しました。また、荒若幹事からもご挨拶を頂戴致しました。延川会長、荒若幹事、1年間大変お疲れ様でした！ 
 

 

    

★ニコニコ最多寄付表彰 森川 昭正 会員、荒若 健志 会員   皆様、ご協力ありがとうございました。 

★100％出席表彰  延川会長・荒若幹事・千葉会員・畑中会員・上畑会員・小泉会員・松井会員・西澤会員 

・佐藤優昭会員・澤野会員・澤田会員・丹野会員・冨田会員・我妻会員・横山会員 

    



 

6月 18日 ニコニコ BOX 

★澤野義章 会長エレクト …延川会長、荒若幹事 1年間大変お疲れ様です。お世話になりました、ありがと

うございました。来期会長を務めます。皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

★荒若 健志 幹事 …1 年間、皆様にご協力頂き無事に今年度を終えることができました。ありがとうござ

いました。 

★千葉 健 会員 …延川会長、荒若幹事、大変ご苦労様でした。 

★伊藤 英実 会員 …延川会長、荒若幹事、1年間ありがとうございました。 

★小幡 敏美 会員 …延川会長、荒若幹事、1年間お疲れ様でした。 

★小原 喜公夫 会員 …延川会長、荒若幹事、1年間大変ご苦労様でした。 

★佐藤 優昭 会員 …延川会長、荒若幹事、1年間ご苦労様です 

★佐藤 充 会員 …延川会長、荒若幹事、お疲れ様でした。私事ですが卓話でお話した目標の 1級船舶合格

しました。ありがとうございます。 

★佐藤 邦彦 会員 …延川会長、荒若幹事、1年間お世話になりました。お疲れ様でした。 

★澤田 一幸 会員 …延川会長、荒若幹事、1年間お世話になり、ありがとうございました。 

★森川 昭正 会員 …延川会長、荒若幹事、1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。澤野新会長、

上畑新幹事、新しい年度楽しく行きましょう！よろしくお願いします。 

★横山 昭一 会員 …延川会長、荒若幹事、皆様、1年間お疲れ様でした。また、IM実行委員会のメンバー、

全会員のご協力を頂き IMを開催出来ました。 

★大泉 裕一 会員 …会長、幹事、1年間お疲れ様でした。先日は結婚祝を頂戴しありがとうございました。

12月に第 1子が生まれることになりました。 

 

 

2019-2020年度 主な行事・奉仕事業 報告 

・創立 25周年記念事業 秋保スポーツ公園にて BBQ家族会（8/4） 

・仙台駅前清掃（仙台七夕まつり 8/8） 

・九州北部豪雨災害支援義援金（9月 G事務所経由 募金箱 13,000円） 

・台風 15号災害支援義援金（10月 G事務所経由 募金箱 17,000円） 

・台風 19号災害支援 丸森地区（10月 支援物資オムツ・生理用品等持参） 

・首里城火災に対する支援金（11月 G事務所経由 募金箱 16,000円） 

・宮城県遺児等サポート奨学金へ寄付 ※クリスマス収益金 25万円 河北新報記事掲載 

・インターシティーミーティング 2/15 ホストクラブ担当 

  ※仙台市天文台オーナーサポート支援 

・仙台藩史碑「桜田屋敷跡」表示板修繕費支援 （6月 5万円） 

・新型コロナウイルス救援事業「認可外保育施設への不織布マスク支援」 

  ※仙台市宮城野区の認可外保育施設 18カ所へマスクの支援 6月 

・仙台駅東口モニュメント清掃(6月) 

国際ロータリー日本事務局の変更と、ガバナー事務所のご案内 

国際ロータリー日本事務局 事務所のご案内 

 住 所：〒108-0073東京都港区三田 1丁目 4-28三田国際ビル 24階 

 連絡先： クラブ・地区支援室 03-5439-5800 / rijaoan@rotary.org  マイロータリーに関して 等 

      財団室       03-5439-5805 / rijpntrf@rotary.org 財団寄付・補助金に関して 等 

      経理室       03-5439-5803 / rijpnfs@rotary.org  人頭分担金に関して 等 

      業務推進・IT室   03-5439-5802 / rijpnpi@rotary.org   電子資料案内・システム関連 等 

 業務時間： 平日 9時 30分～17：30 （土日祝日はお休みとなります） 

 

2020-2021 年度 第 2520 地区ガバナー事務所のご案内 

 住 所：〒020-0034岩手県盛岡市盛岡駅前通 1-44ホテルメトロポリタン盛岡本館 4階 

 連絡先：℡019-654-0550 / ri2520@r4.dion.ne.jp 
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