
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

週 報 

 

RI会長     ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン 

D.2520 ガバナー    山口 淑子 

仙台南ＲＣ会長    高橋 次男 

例 会 場  仙台国際ホテル 
例 会 日  毎木曜日 12:30～13:30 
事 務 所  〒980-0021 

仙台市青葉区中央四丁目 6－1 
         TEL．223-3652 FAX．223-3662 
ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ  sendaisr@star.ocn.ne.jp 
会 長  高橋 次男 
副 会 長  板垣  努、遠藤 敏夫、早坂  薫 
幹 事  山家 雪雄 
ロータリー  熊谷 晴樹 後藤 公伸 皆川 和輝 
情報委員会   

本日の予定 
 

三役退任挨拶 

会長          髙橋次男会員 

副会長         板垣 努会員 

副会長         遠藤敏夫会員 

副会長         早坂 薫会員 

幹事          山家雪雄会員 
 

  

次週の予定 
 

五大奉仕委員長退任挨拶 

クラブ奉仕委員長    板垣 努会員 

職業奉仕委員長     星  毅会員 

社会奉仕委員長     和田達雄会員 

国際奉仕委員長     高木信三会員 

青少年奉仕委員長    鈴木俊一会員 
 

２０１４－２０１５年度 (№４５）第２８２６回 例会（平成２７年６月１８日） 

今後の予定 

6月 21日 RI第 2520地区合同例会 

6月 25日 五大奉仕委員長退任挨拶 

7月 2日 定例理事会 

7月 6日 合同幹事会 

7月 16日 夜間例会「三役慰労会」 

7月 23日 ガバナー公式訪問 

出席率  会員数５１名    

５月３０日 ５８．８２％ 

６月 ４日 ８０．３９％ 

６月１１日 ７６．４７％（６月１７日現在） 

 

前回のゲスト（6月 11日）（敬称略） 

仙台リビング新聞社 編集部 編集長 藤崎由紀子 

元青少年長期交換来日生  

プラナリ 

 

 

 

 

 

青少年長期交換来日生 Larissa Lima Silva 

お誕生日おめでとうございます 

６月２０日  米川  淳 会員 

６月２３日  加藤 秀次 会員 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    １６，０００円 

今年度累計額 １，６１４，１００円 
 

 

 

前回のビジター（6月 11日）（敬称略） 

仙台西ＲＣ 泉田祐慈 

 

ご結婚記念日おめでとうございます 

６月２０日  鈴木 俊一 会員 

 

 

第３回家庭集会報告 
 

家庭集会委員長 高橋玲二会員 
 

日時 平成 27 年 6 月 11 日（木）18：00～ 

場所 欧風おかず酒場 ichinoi 

参加人数 17 名 
 

今期、第３回目の家庭集会が平成２７年６月１１日に行

われました。 

そして、今期最高の１７名の方の参加があり、場所は石

井会員のお店であります「欧風おかず酒場 ichinoi」で

行いました。 

 美味しい料理とお酒で、参加された皆さんの舌が軽く

なり、そのうえ遠藤会員の名司会によって皆さんの会話

が飛び跳ねておりました。そして、その会話の中で諸先

輩会員から例会では聞けない話も聞くことができ有意

義な家庭集会であったと思います。 
 
 

 

米山記念奨学会寄付 
 

６月４日  宮澤 雅隆 会員 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 データで見る、家計のやりくり事情～ちょっと妻の本音～  
 

仙台リビング新聞社 編集部 編集長 藤崎由紀子様 
 

消費税が 8％に上がってから約半年がたった 2014

年 10 月、リビングくらしＨＯＷ研究所では「家計

に関する調査」を実施。全国 716 人の既婚女性から

回答を得ました。回答者の平均年齢は 46 歳、専業

主婦 51.4％、有職主婦 48.6％、子どもがいる人は

79.7％です。 

2014 年 4 月以降の家計の状況は、「収入は増えず支

出が増えて赤字

続き」が半数近

く。ゆとりの有

無は別にして、

「収入が増えた」

という人は 15・

８％だけ。急激

な円安の進行、

原材料価格の高

騰などの理由により、生

活に身近な商品が値上

げされていく現状、まだ

まだ家計にとって厳し

い状況が続いていると

言えます。 

 

「節約に力をいれているもの」と「もっとも支出を

削れないもの」を聞いてみると、どちらも「食品」

がトップ。買い物の仕方や献立を工夫して節約を実

現している派と、健康にかかわるから、または安

心・安全を重視するから削れない派の２つに大きく

分かれます。「健康を意識して食費は削れない」と

いうコメントは、50 代以上の方に多く、この年代に

方に響くキーワードは「健康」であるとも言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先週の例会 

田中 光彦会員：当社総代研修旅行で伊勢神宮へ参宮してまいりました。名鉄観光さんにお世話になり

ました。 

松良 千廣会員：17 年前の交換留学生プラナリの再来日でニコニコです。納豆が大好物の変な外人です。 

和田 達雄会員：梅雨前の貴重な晴れ空にニコニコ。 

山家 雪雄会員：ラリッサちゃん、日本語上手になりましたね。母国に帰っても日本の文化を多くの人々

に伝えて下さいね!!次はフランス語の勉強だそうですね!!頑張って下さい!! 

宮澤 雅隆会員：先日の雨、今日の晴天、ニコニコです。 

岩松 正記会員：クールビズをお許し下さい。 

大西 恒市会員：結婚祝いをいただきありがとうございました。欠席が続き、御礼が遅れました。そし

てまた、本日誕生日のお祝いです。重ねて御礼を申し上げます。 

 

本  日  の  M E N U：  
 

◇冷やし野菜蟹餡かけ（冬瓜・ミニオクラ・ヤングコーン・小玉ねぎ・揚げ茄子） 

◇伊佐木醤油麹焼き  ◇蒸し鶏の胡麻醤油 

◇五目餡かけ炒飯  ◇ザーサイ  ◇野菜スープ 



 
 
 
西尾  章 会員 
 

開催日：平成 27 年 6 月 14 日（日） 

場 所：レインボーヒルズ GC 

参加者：8 名 
 

新緑の季節に 6/14 レインボーヒルズ GC で開催しました。 
天気にも恵まれて楽しいラウンドができました。 
今回優勝は米川淳会員でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
準優勝は、五十嵐章会員でした。 
BG は 41・37 で、西尾章会員でした。 
次年度も楽しいコンペを企画しますので、宜しくお願いします。 
 
 
 
 
 
米川  淳 会員 
 

仙台南ＲＣからは、佐藤三生ガバナー補佐、松良千
廣パストガバナー、星毅会員と米川の４名で参加し
ました。 
このセミナーは昨年に２度目の参加となりました。 
先ずは第７分区ガバナー補佐の庄子嘉典様よりご挨
拶を頂戴してセミナーが始まりました。 
 
講演はパストガバナーの笹氣光祚様より「ロタリー
ノ心と原点」をテーマにロータリー１００年の歴史
の中、原点は「友情」を大切にし、本当の「友人」
の集まりになる事よって大発展してきたので、本当
の友人を作り、自己研鑽ができる最高のチャンス「例
会」を大事にしてください。というような話等を頂

戴しました。 
 
乾杯の音頭は、松良千廣パストガバナーで締めは、
次年度ガバナー補佐の羽田野昌弘様でした。 
私は入会１年４か月が過ぎましたが、なかなかロー
タリーの活動に参加出来ておりませんが、今回また
他のロータリーの方々と交流が持てて普段聞けない
事が聞けたり色々と勉強になりましたので少しづつ
関わりを持ちながら社会貢献など出来たらと努力し
て行きたいと思います。 
ありがとうございました 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５回髙橋次男会長杯ゴルフコンペ報告 

 

米川淳会員よりコメント 

朝から若干雨がパラパラと思いきや、メンバーの皆様の日頃の行いが

良いのか途中から天気が良くなり最高のゴルフ日和となりました。 

前回に引き続き私、米川がマグレで優勝してしまいました。 

競技方法が持ちハンディキャップによる 18 ホールストロークプレイ

で一番多い HC をもらっていたという事と、たまたま普段よりちょっ

と調子が良かったからだと思います。 

今後は普通の HC になりますので、もっとレベルアップして挑みたい

と思います。ありがとうございました。 

6 月 15 日ロータリーセミナー参加報告 



  

 

 

 
 

  

 

 

 
高橋農園 

代表 
（農業） 

  

 

 

 
板垣法律事務所 

所長 
（民事弁護士） 

  

 

 

 
㈱企画設備設計 

取締相談役 
（建築設計） 

 
  
 

 

会長 高橋 次男会員    

 

 仙台南 RC 第 58 期任期

満了を迎えました。今期は

私の事情で副会長 3 人体制

を組んでいただきました。 

 今年も仙台南 RC の目的

である「人に奉仕」「社会

奉仕」「職業奉仕」「国際奉

仕」そして「青少年奉仕」を意識の基本に据え活動

していただきました。 

 特に 58 期、我クラブの目標として掲げた『楽し

いロータリー活動』は親睦委員会が企画した行事を

通して実践できました。『出席率の向上』について

も、様々な行事・卓話を通して改善の努力が図られ

ました。『震災地支援の見守り』活動については他

クラブと共に折にふれ行動できました事は奉仕活

動の継続の視点から大切な事でした。最後の『会員

の増強』に付いては、目標に及びませんでしたが重

要な課題であります。 

 会員各位の暖かいご協力のもとに、1 年間有意義

なクラブ活動が出来ました事に心より感謝を申し

上げ退任の挨拶といたします。 

 

 
 
副会長・クラブ奉仕委員長 板垣  努会員  

  

１ クラブ奉仕委員会は、 

 複数の小委員会を統括す 

る立場にあるとされてい 

るが、１年間を振り返る 

と、そのような役割を具 

体的に実践することはで 

きないままに終わった。 

  会長を補佐し、クラブ奉仕に努めるべき責任を

果たせなかったことを率直にお詫びしたい。 

２ 個人的には、クラブ内行事だけではなく、姉妹

クラブ、さらに近時（とりわけ震災を契機に）お

付き合いが始まった他地域のロータリークラブ

や各種団体との交流行事にも可能な範囲で出 

席させていただき、親交を深めることができた。

これら一つ一つの交流の積み重ねは、将来の当ク

ラブの財産を形作ることになる。 

交流参加の経験も、クラブ奉仕に連なる重要な

機会であり、会員の皆さんには、これらの機会に

今後も積極的にご参加いただければと思う。 

３ 最後に、高橋次男会長と会長を支えた山家雪雄

幹事の１年間にわたるご苦労とご功績に敬意を

表したい。 

 

 

 
副会長 遠藤 敏夫会員   

 

一年間が非常に短く感じる

今日この頃です。高橋会長、

山家幹事体制でスタートし

た今年度が間もなく終わり

ます。副会長として会員皆

様方のお役に立てたのか自

問自答の日々です。考えれ

ばあまりお役に立ててないと反省頻りです。 

「一年が早い」「人のためのお役に立ててない」、こ

れは私の人生を振り返ると「もうそろそろ力量不足

だから、自分のことで精一杯」ここをしっかり自分

に言い聞かせ、人様の邪魔にならないように心掛け、

仙台南ロータリークラブの一員としてご迷惑をお

掛けせず、会員皆様方にお支え戴きながら、一つで

も多くの「楽しいね」を求めて生きたいと思います。

これからもご指導ご鞭撻宜しくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2015 年度 三役退任挨拶 

 



  

 

 

 
㈱白松がモナカ本舗 

代表取締役副社長 
（和菓子製造販売） 

  

 

 

 
㈱杜リゾート 
代表取締役 

（不動産管理） 

 
副会長 早坂  薫会員 

    

 泰然自若なる髙橋会長と

フットワークの優れた山家

幹事のもとで、有職な各委

員長様を始め会員皆様の絶

大なる御支援により、今期

の活動計画をこなされ楽し

く充実したロータリーライ

フを過ごさせて頂き有難うございました。 

 加えて、第 7 分区 IM・藤沢交歓会等も盛会裏に

終えられたことも、共に歓びと致すところです。重

ねて感謝申し上げます。 

 今期の髙橋会長は市議会の関係もあり、副会長を

1 名増員され遠藤会員・板垣会員・小生の 3 人体制

で遂行した次第で、お二人に甘え気味でした。自

省！ 

 この 1 年間、皆様のご懇情とご協力に心から感謝

申し上げ退任の挨拶とさせて頂きます。 

 尚、来期は星年度 60 周年の記念行事に向けて準

備の年でもあります。 

板垣年度も当クラブ全員参加で共楽、共創で邁進し

ましょう。 

 
 
幹事 山家 雪雄会員   

 

今期の幹事の役割は、高

橋会長の方針を理解し、そ

の柱としては会員相互の親

睦と友情を深め、「会員が楽

しめること」及び「会員増

強６０名目指したい」とす

ることでした。 

前者の親睦と友情を具体的な形として実践する

ため、移動例会（7月ビアパーティー、8月Ｕ-12女

子サッカー大会、9 月ロータリーの家族や留学生ら

とのリンゴ狩り・栗拾い、翌年 5月千年希望の丘植

樹祭）を実施しました。また、夜間例会は（10月観

月会（広島東南ＲＣ来仙）、12月クリスマス家族会、

5月創立記念）等を開催しました。 

会員増強は 5名の方で年度を始めと 10月、今年 5

月の入会の者であり当初の目標とする準増で会員

数 60名には及びませんでした。 

今期は姉妹クラブである藤沢ロータリークラブ

や広島城南ＲＣ、東京六本木ＲＣ等他 5クラブの創

立記念式典に足を運びました。 

また、昨年の 8・9 月の豪雨や台風で被災した岩

口ＲＣ、広島東南ＲＣ、広島城南ＲＣへ義損金活動

やネパール大地震への義損金活動に取り組みまし

た。特記すべき事項としては、3．11 東日本大震災

時に姉妹クラブの藤沢ＲＣを始め岩口ＲＣ、広島東

南ＲＣ、広島城南ＲＣ（ハワイ州アラモワナＲＣ含

む）からご支援いただきました。当クラブもこれに

マッチング活動したことで当分の間、様々なかかわ

りが継続されることと思います。 

従って、心で頂戴したことは心でお返しをしなけ

ればならないので万一に備えての準備や組織の再

編が検討課題かもしれません。 

今期は副会長３名の方々に大変なご負担をお掛

けしました。 

 結びとして、去る 1 月 31 日に当クラブがホスト

役として、国際ロータリークラブ第 2520 地区第７

区分のインターシティーミーティング開催につい

ては、当クラブは勿論のこと在仙 11 クラブのロー

タリアンのご協力を得て成功裡に終えることが出

来ました。また、インターシティーミーティングの

成功裡に終えることが出来たことは当クラブの佐

藤三生ガバナー補佐並びに仙台平成ＲＣ庄子嘉典

ガバナー補佐さんのお力添えと在仙 11 クラブの幹

事さんらのご理解とご協力を得られたことに基づ

く結果です。改めて感謝の意を表します。 

 なお、在仙 11 クラブが月 1 回の集まりの合同幹

事会が開催されています。普段お会い出来ない方々

もロータリアンの幹事仲間として名刺交換や意見

交換ができることは大変楽しいものでありました。

加えて他のクラブの例会に参加することで楽しん

で仲間を増やすことが出来る様です。是非仲間作り

をして参りたいと思います。 

 けだし、五大奉仕のみなさん、会員各位の方々の

ご協力に感謝申し上げて幹事退任の挨拶とさせて

頂きます。ありがとうございます。 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ラリッサさん（Larissa Lima Silva） 
 

 私のもう一つの新しいたびが終わろうとしてい

ます。私はこれまでけいけんした全てのことにとて

もおどろき、また、かんどうしてきました。私はこ

の気持をいつも思い出すことができるし、これから

も忘れないと思います。 

 私たち、交かんりゅう学生は いごこちのよいか

んきょうからそとに出て、何も知らない国に来まし

た。出会ったばかりの人がとつぜん私たちの新しい

家ぞくになりました。新しい友だちを作ったり、親

友ができたりと、それはまるでゼロからの生活をは

じめたようです。 

 私たちのことをゆうきがあるねと言う人たちも

いますが、私は母国をはなれ日本でのすばらしいぼ

うけんをすることに まよいはありませんでした。

なぜなら、りゅう学生は自分の人生を楽しみたいと

思っているからです。そして、今、私はそうしてい

るのです。 

 ブラジルのロータリークラブのおしえではりゅ

う学生は新しい文化を覚える、そして、自分の国の

文化を教えると言いました。しかし、私はそれいじ

ょうに日本にいる間にとてもせいちょうしたと思

います。全てのことがかちのあるものだから、私は

よりすばらしい人間になろうといつもとりくんで

います。そして日本の人たちはそのかちについて私

に教えてくれました。ロータリーがなければそれは

ふかのうでし

た。だから私

はロータリー

のこうかんり

ゅう学生であ

るとつねにほ

こりをもって

言えます。 

 日本の文化

をかんがえる

ときはいつも、

びんかん、け

いい、しんせ

つ、そしてと

きにはふしぎ

なこととして

思い出します。

そしてそれらは日本どくじのものですがそれこそ

がすばらしいふしぎな国にしていると思います。 

 私のように多くの人が日本について学ぶきかい

を持ってほしいと思います。そうすることがさいこ

うのけいけんであり、自分のじんせいをひろげます。

日本しきのせいかつをしたので私は人々に日本に

ついてつたえることができます。いろいろな こて

いかんねんをくずし、私はみんながこの国を大好 

きになるようにしたいです。 

 そして、また、ふたたび日本にもどりみなさんに

おあいしたいです。ロータリークラブ、ときわぎ学

えん、友だち、先生がた、ホストファミリー、そし

て、おせわをしてくれた全てのかたにかんしゃしま

す。私たち交かんりゅう学生はいつもこのように言

っています。”exchange is not a year in life, is life 

in a year” 私はこのすばらしいであいとけいけん

をけっして忘れません。みなさんありがとうござい

ました。 

 
 

 
 
 
 
 

青少年長期交換来日生お別れのメッセージ 

 

ラリサさん直筆のメッセージ 

国際青少年交換委員会より記念

品として「羅璃衣」（ラリイ）の

印鑑を贈りました。 


