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「多様な仲間、多彩な奉仕」

2022-2023年度

「イマジン ロータリー」

Jennifer E. Jones RI会長テーマ

2022.12.1（木） D.2520仙台泉ロータリークラブ第2473 回例会
SAA 梅津晋一 会員

【会務報告】 鷲尾 広也幹事

ニコニコボックス

【寄付金積立】 米山記念奨学会特別寄付 9名より 12,000円 ロータリー財団寄付積立 11名より 17,000円

RI日本事務局経理室様より 2022年12月のロータリーレートのお知らせ拝受 １ドル＝138円
・新型 コロナウイルス 感染症 に関する友事務所 対応拝受

仙台南RC様より 在仙１１ＲＣ合同麻雀大会のご案内 ２/２５（土）12：40集合 グランド麻雀ホール「藤」

仙台青葉ロータリークラブ様より 例会変更ご案内 拝受

みやぎ仙台商工会様より 泉区新春賀詞交歓会 第二回実行委員会開催のご案内
賀詞交歓会 共催負担金納入のお願い

一般社団法人ロータリーの友事務所様より ・2021-22年度事業報告拝受

【ゲスト】

東北大学医学部 教授 石井 正 氏

東北大学医学部 教授 石井 正 様
泉小学生バレーボール連盟 理事長 高鷹 厚 様 ・ 会長 相田利昭様

東北大学病院の実際の地域感染制御の取り組みについて、東日本大震災時に石
巻の災害医療救護活動を統括された実績をもち、今回のパンデミック対応でも指
揮をとられている、石井正教授（東北大学病院 総合地域医療教育支援部）から
東北大学病院の地域医療体制についての講演をいただきました。

2020年3月31日 宮城県新型コロナウイルス感染症対応病院長等会議の主導
4月16日 軽症者等の宿泊療養施設への支援調整
4月21日 ドライブスルー型PCR検査外来(県知事より依頼がった日から、準備期間はわずか11日

間で、仙台市内に設置）
12月４日 医療機能付きホテルの設置
12月10日 軽症者等宿泊療養 施設入所調整を目的とした「宮城県新型コロナウイル ス感染症医療

調整本部」を設置
2021年５月10日 宮城県・仙台市より「大規模ワクチン接種センター」 の設置要請があり、仙台駅前に

東北大学大規模ワクチン接種センターを設置
2022年８月26日 東北大学小児点滴センター設置

卓話「東北大学病院のCOVID-19 地域感染制御活動」

これらの、COVID-19 感染制御のため、予防、診断、治療の局面で様々な活動が可能となった要因 として、東
北大学病院長がリーダーシップをとることで非常にガバナンスが効く体制を確立できたことと、大学本部の理解
協力、病院事務の力強い下支え、院内各部署の惜しみない支援。そして、行政との連携・信頼関係、実務調整能
力などが迅速な活動を可能にしたとのこと。 （文責：大垣隆志）

〜小池康浩会長より 石井教授へお礼のメッセージ〜
日々奮闘している医療従者の皆様に心からの感謝と賛辞を申し上げます。石井先生、本日はお忙しい中誠にあり
がとうございました。

小池康浩会長 石井先生 本日は貴重なお話有難うございました。
鷲尾広也幹事 石井教授 本日は有難うございました。
以下同意文にて 及川・小野寺・鎌田（一）・鎌田（善）・萱場・菊地・木村・工藤・斎藤・佐藤昇・佐藤（宏）

時・中嶋・ 前田・嶺岸・本木・鷲尾 （広） 各会員 今回20,000円 今年度累計594,000円

泉小学生バレーボール連盟様より 「第36回仙台泉RC杯小学生バレーボール卒業記念大会 開催のご案内

開催日：2/25（土） 会場：若林体育館 開会式：9時頃を予定
小学生12チームが参加致します。多くの会員の皆様で子供たちへの応援を宜しくお願い申し上げます。



ニコニコBOX

会 長 照井健悦
会長エレクト 鷲見泰宏
副会長 時 準雄
幹 事 中村 昭
会 計 三浦宏喜
ＳＡＡ 本木浩喜
直前会長 小池康浩

会 長 照井健悦 クラブ奉仕委員長 斎藤正人
会長エレクト 鷲見泰宏 職業奉仕委員長 藤岡邦彦
副会長 時 準雄 社会奉仕委員長 三浦 一
幹 事 中村 昭 国際奉仕委員長 沢崎義春
直前会長 小池康浩 青少年奉仕委員長 加藤隆光
ＳＡＡ 本木浩喜 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ委員長 及川 赳
会 計 三浦宏喜

＜決議事項＞・第1号議案 2024-25年度会長選出の件 鷲見泰宏会員に承認
・第2号議案 2023-24年度 理事・役員選出の件 以下の通り承認

＜報告事項＞ ・2022-23年度 収支中間報告（2022-23年度会計 本木浩喜）
・2021-22年度 財務報告 （2021-22年度会計 鷲尾広也）

議 長：小池 康浩会長 司 会：鷲尾 広也幹事

定足数確認：会員51名中 出席名

会報拝受： 仙台RC様より

仙台北RC様より ・2022-23年度在仙11RC親睦ゴルフ大会報告、収支報告
・2021-22年度インターシティ ミーティング報告書

金沢香林坊RC様より 創立35周年記念例会開催のご案内 場所：金沢東急ホテル
2023/4/10（月）17時～20時半閉会予定 登録料 2万円

比国育英会バギオ基金様より 2021年度 事業報告書と基金へのご寄付のお願い

仙台西RC様より ・2022-23年度 インターシティミーティングのご案内
2/18（土）１３時～16時予定 場所：ウエスティンホテル仙台

・１2月合同幹事会議事録拝受
・第4回 会長交流会のご案内 1/13（金）18時～ 大観楼

仙台泉RC第6回 定例理事会報告

【会務報告】 鷲尾 広也幹事

【寄付金積立】 米山記念奨学会特別寄付 16名より 35,000円 ロータリー財団寄付積立 12名より 22,000円

2022.12.8（木） D.2520仙台泉ロータリークラブ第2474 回例会

【奨学金授与】 米山記念奨学生 李 思遥さんへ12月分の奨学金を授与

【

役

員

】

【

理

事

】

【 ゲスト 】 米山記念奨学生 李 思遥さん

2023.1.23 発行会報広報委員長 大垣隆志

年 次 総 会

鷲見泰宏 中村 昭

小池康浩 会長

リモートで参加の照井健悦
会長エレクト、会長ノミニー
に承認された鷲見泰宏会員、
中村 昭 次期幹事より、次年
度に向けた挨拶。

鷲尾広也幹事

会長ノミニー 次期幹事照井健悦会長エレクト

小池康浩会長 年次総会 お疲れ様でした。次年度理事の皆様宜しくお願い致します
三浦一会員 昨年度決算報告をさせて頂きました。有難うございます。鷲尾広也幹事 年次総会有難うございます。
以下同意文にて 及川・小野寺徹・鎌田（一）・鎌田（善）・萱場・菊地・木村・工藤・斎藤・佐藤（顕）・佐藤（宏紀）・時・中嶋

前田・嶺岸・本木・鷲尾（広）各会員 今回25,000円 今年度累計619,000円
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