
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

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 
 

  

次週の予定 
 

次年度三役就任挨拶 

会長          板垣 努会員 

副会長         星  毅会員 

副会長         高木信三会員 

幹事          山下晴輝会員 

 

２０１４－２０１５年度 (№４６）第２８２７回 例会（平成２７年６月２５日） 

今後の予定 

7月 2日 定例理事会 

7月 6日 合同幹事会 

7月 9日 臨時総会 

     クラブアッセンブリー 

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 

7月 30日 宮城県立視覚支援学校へ奨学金お渡し、 

ＲＡＣ活動費助成金お渡し 

出席率  会員数５１名    

６月 ４日 ８０．３９％ 

６月１１日 ７８．４３％ 

６月１８日 ７０．５９％（６月２４日現在） 

 

前回のゲスト・ビジター（6月 18日）（敬称略） 

なし 

 

お誕生日・結婚記念日おめでとうございます 

なし 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    １５，０００円 

今年度累計額 １，６２９，１００円 
 

 

 

 

クラブアッセンブリー報告 
 

平成 27 年 6 月 18 日（木）例会終了後、仙台国際ホテル 3 階「欅の間」にて 

2014-2015 年度活動報告・2015-2016 年度活動計画発表が行われました。 

 
 



  

 

 

 
 

  

 

 

 
㈱星栄 

代表取締役 
（不動産-店舗リース） 

  

 

 

 
㈱和田商 
代表取締役 
（美容業） 

  

 

 

 
板垣法律事務所 

所長 
（民事弁護士） 

 

 
 

 

 

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。 

 

 
 
職業奉仕委員長 星 毅会員    

 

 高橋会長のもと職業奉

仕委員長を仰せつかり一

年間活動してまいりまし

た。報告書を退出するに当

たりお詫びをしなければ

いけません。活動計画書に

おいては、職場訪問を 3 回

開催する予定でしたが、２

回の職場訪問で終えたことをお詫び申し上げます。

１０月２日の陸上自衛隊大和駐屯地での駐屯地司

令からの防衛講話そして戦車の体験搭乗、そして２

月５日の開業前の地下鉄青葉通り駅（仮称）の見学、

同日のちの世界防災サミットの行われる国際セン

ターコンベンションホールの見学を行いました。 

 職業奉仕はロータリーの五大奉仕の中でも最も

重要な奉仕委員会と言っても過言ではないと思っ

ております。その理念を忘れないよう四つのテスト

を最終週に唱和いたしました。 

 
 
社会奉仕委員長 和田達雄会員  

  

社会奉仕委員長として一年

を終え、事業に参加した会

員の方々全ての心に今年の

社会奉仕活動の形が残って

いただけていたらいいと思

います。今年の活動を時系

列に総括しますと以下のよ

うになります。 

 

8 月 23 日第 2 回ガールズエイト U―12 サッカー大

会開催 

参加 9 チーム 晴天の下、クラブメンバーのご協力

を頂き成功裏に大会を開催することができました。

子供たち、親御さんたちの笑顔が印象に残りました。

最後の記念写真子供たちにもっと自己主張させら

れたらよかったです。 

 

宮城県視覚支援学校への奨学金支援 

2014 年 7 月 24 日 2015 年 1 月 22 日の例会時、支

援学校 9 万ずつ計 18 万円をお渡した。 

奨学生は専攻科理療科 1 年 田代智靖さん、高等部

保健理療科 1 年 石井一信さん、高等部保健理療科

3 年 吉田徳子さんの 3 名です。奨学生たちの横 

顔をもっとご案内できればよかったです。 

 

5 月 16 日、指ヶ浜漁港へ支援したフォークリフト、

船、カキだなの利用状況のお話を聞きながら地元漁

師さんたちと交流会を開催 

支援が復興への第一歩の契機になったことを伺い

参加メンバーの社会奉仕に対する理解を深めるこ

とができました。また、朝採ったホタテ、ホヤ、銀

鮭を振舞っていただき、美味しいの一言且つ次回に

つなげる交流会を行うことができました。欲を言え

ばもっと動員できるとよかったです。 

 

最後に、今年至らぬことも多々あった事と存じます

が、多大なるご協力を頂いた会員メンバーに感謝す

るとともに、参加した会員が「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」を実感して頂ければよかった

と思います。 

 

 

 

2014-2015 年度 五大奉仕委員長退任挨拶 

 



  

 

 

 
（有）酒のマリオ 

代表取締役 
（マンション経営） 

  

 

 

 
（有）FP ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

代表取締役 
（生命保険） 

 
国際奉仕委員長 高木信三会員   

 

 国際青少年交換につい

ては、髙橋会長のご友人

である守健一郎氏にラリ

ッサさんを長期に亘って

引き受けて頂きました。

米山奨学生のサマネさん

については、毎度の事な

がら坂本会員にお世話になりました。 

 両事業とも特定の方に負担が集中する傾向があ

りますが、これを会員の間でもっとポピュラーな

ものにできないかという課題を残したまま、退任

致します。 

次年度委員長さん、宜しくお願い致します。 

 
 
 
青少年奉仕委員長 鈴木俊一会員   

 

ＩＡＣ委員会に於きまし

て、今年度は8月5日(火）、

ＩＡＣ地区大会を当仙台南

ＲＣの提唱しております常

磐木学園のＩＡＣが、ホス

ト校として開催し大成功で

終了することが出来ました。 

ＲＡＣ委員会では、5 月

23日(土)の地区大会へ当クラブより松良パストガバ

ナー、和田次年度ＲＹＬＡ副委員長、鈴木の 3 名出

席。仙台ＲＡＣから高橋幹事、千葉、鹿児島、菅原、

各会員の 4名出席で大いに盛り上げることが出来ま

した。 

青少年委員会主催の行事ではありませんが、5 月

30 日（日）の『千年希望の丘』当クラブ移動例会へ

会員以外にもＲＡＣ、ＩＡＣ、留学生も参加してお

ります。移動例会として社会奉仕の活動を行い、そ

れに青少年や留学生も同行できたことは、当クラブ

の『クロスプロモーション』が、奉仕活動の地域リ

ーダー養成の活動として、特筆すべき成果であった

と考えます。 

 今年 1 年間はクラブ会員の皆様、委員会の皆様、

常磐木学園関係者の皆様、仙台国際ホテルのスタッ

フの皆様のご尽力のおかげで、青少年奉仕委員会は

充実した奉仕活動を行うことが出来ました。皆々様、

心より御礼申し上げます。 

 

 

 
 
 
 
 
 

加藤 秀次会員：誕生祝ありがとうございます。以前お世話したメキシコのカレンさんが誕生日に家に

遊びに来てくれます。ニコニコのプレゼントになりました。 

鈴木 俊一会員：週報御礼申し上げます。記事のおかげで結婚記念日を知りました。家庭人失格です。 

和田 達雄会員：女子サッカーなでしこ、予選リーグトップにニコニコ。 

山家 雪雄会員：幹事の任期は今月で終了することになりました。あと 1 回の例会のみですが最終例会

日までご協力をお願い申し上げてニコニコします。 

宮澤 雅隆会員：今日も一日ニコニコです。 

 

 

本  日  の  M E N U：  
 

◇ビーフカレー  ◇ご飯  ◇薬味  ◇サラダ  ◇デザート  ◇コーヒー 

１＄=￥１１８

 

６月「ロータリー親睦活動月間」 


