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Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. (Steve Jobs) 

 

 

●2022 年 11 月報告 

 

1）理事会 

① ユニセフ募金協力を承認 

・ユニセフ仙台支部へ（一年あたり一人千円×23 名分）寄付をおこなう方針を承認 

・所管はグリーンチームとする 

 

② 上記ユニセフへの寄付予定を、今期は「あおちゃんを救う会」支援に転用することを承認 

・23,000 円に加えて個人寄付分を協力（12月 13 日目録贈呈予定） 

 

③ ホームページに会員専用サイトを作成する件の承認 

・株式会社ワンクルーに委託 

・公共イメージ委員会予算より 4 万円執行する 

・HP 会員専用サイトと Google Drive の利用詳細は公共イメージ委員会で検討し、理事会提出 

 

④ 11月 13日の植樹用に、115,500 円（苗 1 本 1,000円×100本、送料 5,000 円）を 

奉仕プロジェクト委員会の予算から拠出する件の承認 

 

⑤ 在仙 RC ゴルフ大会の分担金として 2 万円の拠出を承認 

 

⑥ 次期会長ノミニー選挙結果：上原副幹事を次期会長ノミニーに選出 

 

⑦ 菅原幹事・会長エレクトに来年度の役員人事を一任する件の承認 

 

2）クラブ協議会報告 

① URUSHI PROJECT  

【丸森】 

土地の状況確認のため 11 月 3 日に訪問。11 月 13 日に植樹を行いました。 

 

 

 

 



The earth is our native land. Why don’t we respect and protect it ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日時：11 月 13 日（漆の日）10 時～12時 20 分 

参加人数：14 名（正会員 8 名+ご家族 1名、賛助会員 2 名、宮城大学学生 2 名、松沢社長） 

植樹本数：213 本（クラブ購入 100 本、住友林業提供 113 本） 

住友林業様から提供を受けた細胞培養苗（31本）植樹は世界初の試み 

3 ヶ所の圃場に 2.5メートル間隔で植樹 

今後、土地提供者と連携して継続的に植樹後の管理を行ってゆく 

 

【秋保】 

調整中   

URUSHI PROJECT を通して秋保全体の活性化につなげることを目的とする。 

 

② Camino de Banzan 

ポリオ撲滅チャリティー登山：25000 円のご寄付をいただくことができました。 

11 月 23日、10名での調査登山の予定は悪天候のため中止。   

蕃山山稜から秋保、秋保大滝、二口渓谷から山寺まで延びる巡礼路（二口街道の復活）開拓を検討 

 

③ 第 2520 地区 地区大会の報告 

11 月 6日、盛岡グランドホテルで開催されました（800名参加） 

当クラブからは、林会長、菅原幹事、上原副幹事が参加しました 

次年度地区大会は 2024年 4 月 21 日に仙台で開催予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 大人大学について 

・田仲会員・櫻田会員の対談形式によるオンライン配信を検討 

・分野別の PR 動画作成を目指す 



⑤ 地区資金について 

来年 2月までの補助金申請を検討する（URUSHI PROJECT を中心に検討） 

財団委員長と奉仕プロジェクト委員長の協議、理事会提案を依頼 

 

3）第 3 回総会報告 

日時：11 月 20 日（日） 11時～11時半 

場所：ホテルモントレ仙台 

参加者：会員 16名（うち代理出席 2 名）、ご家族 5 名、賛助会員 2名 

議事： 

＜2022－2023 年度 活動報告＞ 

・ポリオ チャリティー活動  幹事 菅原宣和 

・URUSHI PROJECT  会長 林宙紀 

・Camino de Banzan  事務局長 宗像靖彦 

＜会長ノミニー選挙＞ 選挙管理委員長 新森一弘 

・上原副幹事が選出されました 

＜菅原幹事・会長エレクトに来年度の役員人事を一任する案＞ 会長 林宙紀 

・承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）クラブフォーラム（卓話も含む）報告 

11 月 22日（火） 19時～20時  第 67 回例会 

ファシリテーター：櫻田敦彦会員 

奉仕活動のアイデア：「①竹林再利用、②不登校児外出イベント、③地方劇団の活性化（文化の逆輸入）」 

 

5）臨時例会報告 

11 月 6日（日）8時～9 時 臨時例会（MR オープンカフェ） 

演者：仙台個人タクシー 齋藤(茂)タクシー 齋藤茂吉様 

演題：「コロナ禍におけるタクシーの状況と人間関係の重要性」 

 

 

 

 

 

◀11 月 6 日臨時例会 齋藤様(中央)を囲んで 

◀第 3 回総会集合写真 



The earth is our native land. Why don’t we respect and protect it ? 

 

6）活動報告（各委員会） 

クラブ協議会報告に記載のとおり 

 

●2022 年 12 月予定（ファシリテーター・テーマを含む） 

 

12 月 4日（日） 8 時～9 時  臨時例会（MR オープンカフェ） 

演者：柴田学様、鈴木悦夫様、鈴木紀子様 

演題：「秋保地区の活性化」 

 

12 月 6日（火） 19時～20時 

第 68 回 例会（クラブ協議会）・理事会 

 

12 月 13日（火） 19時～20時 

第 69 回 例会（クラブフォーラム）・理事会 

ファシリテーター：桶谷裕人会員 

 

12 月 20日（火） 19時～20時 

第 70 回 例会（クラブフォーラム）・理事会 

ファシリテーター：伊藤将会員 

 

12 月 27日（火） 19時～20時 

第 71 回 例会（クラブフォーラム）・理事会 

ファシリテーター：上原研一会員 

 

※例会はハイブリッド開催となっております。“Microsoft Teams”にてリモート参加が可能です。 

ご不明な点がございましたら事務局へご連絡ください。【事務局：022-399-6876】 

 

●出席報告 11月出席率 61.9％ 

●退会報告 なし 

●新入会員 なし 


