
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週 報 

 

RI会長       K.R.ラビンドラン 

D.2520 ガバナー    菅原 裕典 

仙台南ＲＣ会長    板垣  努 

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  板垣  努 
副 会 長  星   毅、高木 信三 
幹 事  山下 晴輝 
ロータリー  佐藤 博美 皆川 和輝 後藤 公伸 
情報委員会   熊谷 晴樹 

本日の予定 
 

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 
    

次週の予定 
 

五大奉仕委員長就任挨拶 

クラブ奉仕委員長  星   毅 会員 

職業奉仕委員長   佐藤 三生 会員 

 社会奉仕委員長   鈴木 俊一 会員 

国際奉仕委員長   菅野  稔 会員 

青少年奉仕委員長  五十嵐 章 会員 

 

 臨時総会（予算・決算） 
 

２０１５－２０１６年度 (№１）第２８２８回 例会（平成２７年７月２日） 

予 定 
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 

8月 3日 合同幹事会 

8月 6日 定例理事会 

8月 6日 インターアクト年次大会 

8月 13日 お盆休会 

8月 20日→23日に振替 

 移動例会「小学生女子サッカー大会」 

 

出席率  会員数５０名    

６月１１日 ７８．４３％ 

６月１８日 ７０．５９％ 

６月２５日 ７６．４７％（７月１日現在） 

 

先週のゲスト・ビジター （敬称略） 

なし 
  

お誕生日・ご結婚記念日おめでとうございます 
なし 

 

菊地 正弘会員：髙橋会長、山家幹事はじめ会員の皆様一年間御苦労さまでした。 

高木 信三会員：髙橋会長、山家幹事さん、今年度、お疲れ様でした。 

松良 千廣会員：なでしこがんばれ！ 

和田 達雄会員：①髙橋会長、山家幹事、一年間お疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。

今年も最幸に楽しいロータリーライフを過ごすことができました。 ②弊社 6 月決算、ウルトラ C でなん

とかニコニコになりそうです。 

山家 雪雄会員：「少年老いやすく学成り難し」仙台南ロータリークラブ幹事の卒業を迎えました。これま

でのご協力に感謝してニコニコします。 

山下 晴輝会員：今月決算です。お陰様で右上がりのトレンドです。 

熊谷 晴樹会員：今年度最後の例会。三役の皆様ご苦労様でした。 

昨年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    ２３，０００円 

昨年度累計額 １，６５２，１００円 
 

 

 



  

 

 

 
板垣法律事務所 

所長 
（民事弁護士） 

  

 

 

 
㈱星栄 

代表取締役 
（不動産-店舗リース） 

  

 

 

 
(有)酒のマリオ 

代表取締役 
（マンション経営） 

 
  
 

 

 

会長 板垣 努会員  
  

１ 面目ありませんが、ロ

ータリークラブに関する知

識が浅薄なまま、会長職に

突入してしまいました。 

  ただ、会員の皆さんの

中で、ロータリーの理解や

認識を充分にお持ちの方は

少数ではないかとも推察し

ており、大半の方々は、「あまりよくわからない

ままに例会に出席し、各種行事に参加している」

というのが実態なのではないかと考えています。 

  これから１年をかけて、ロータリークラブに関

する知識の習得に努めたいと思っており、例えば、

例会での挨拶の時間を利用するなどして、習得し

たものをお伝えできれば、多少なりとも、ロータ

リーの理解を共有できるのではないかと考えて

います。ときに誤解した内容をお伝えすることも

あるのではないかとの懸念もあり、そのようなと

きは、先輩諸氏による忌憚のないご指摘やご助言

を賜ることができればと思います。 

２ 当クラブが行う各種事業については、その存在

意義や仕組みの在り方等の検証がなおざりにさ

れたま、「所与」のものとして毎年当然のように

継承されている側面があるような気がします。事

業が継続されてきた歴史や伝統を尊重しつつも、

継続の是非や新たな事業への転換等を議論する

ことも重要なのではないかと考えます。 

継続されてきた期間が長ければ長いほど改変

は困難であり、一朝一夕には結論が出ないかも知

れませんが、是々非々の精神に基づき、少なくと

も今年度において、議論を始めるきっかけを作る

ことができればと思っています。 

３ 会員間融和の一層の促進を図ることは、最も重

要な課題の一つです。親睦の機会を充実させると

ともに、様々なアイデアを模索したいと思ってい

ます。 

出席率の向上ないし参加意欲の啓発も重要で

す。欠席会員が固定化している現状があり、声掛

けを含め何らかの対応策を検討しなければなら

ないと考えます。 

会員増強問題も、クラブの生命線であり、重 

大な目標とすべきものです。どのような対応を図

れば効果的であるかを皆さんのご意見を拝聴し

ながら、検討していきたいと思います。 

４ 最後に、創立６０周年まであと２年という時期

に来ていますが、記念行事に向けての事前準備に

いつ着手すべきかも重要な問題だと思われます。

後手に廻ることのないように早めに準備委員会

等を設置して協議を開始し、準備を進めたいと考

えています。 

 

 
副会長（次期会長） 星  毅会員   

 

 クラブ奉仕委員会は、

クラブの対内的な奉仕活動

を行う委員会である。従っ

て会員同士がいかに楽しく

出席できるか、その為の卓

話を誰に依頼するのか、ロ

ータリーの情報を皆に早く

正確に開示出来るか、等々です。 

その中で会員拡大は当クラブの喫緊の課題であ

る。クラブ活動に最適な人員の確保は必要不可欠 

の要素である。また、最近の当クラブの出席率の 

低下は残念である。出席率の拡大、会員の拡大を第

一目標として活動したいと思う。

 
 
 
副会長 高木信三会員 

    

 副会長を拝命致しました。

板垣会長も会長エレクトの

星さんもご健康で、出席率

が高いので、私が会長の代

役を勤めることは無いもの

と確信致しておりますので、

何卒、そのようにお願い申し上げます。 

 又、担当委員会を持たない副会長は、言わば無任

所理事でありますので、定款細則に則りながらも、

クラブ全体が円満に運営されるよう、微力を尽くし

て参ります。今年度、会員の皆様の特段のご協力を

お願い申し上げます。 

 
 

 
 
 

2015-2016 年度 三役就任挨拶 

 



  

 

 

 
年金の窓口㈱ 
代表取締役 
（損害保険） 

 
幹事 山下晴輝会員   

 

板垣会長の方針に沿って、

歴史ある仙台南ロータリー

クラブが、更に繁栄して参

ります様に精一杯、幹事の

役割を努めて参りたいと思

います。 

経営者として、ロータリア

ンとしても大先輩が多い南

ロータリークラブです。 

微力で、経験も浅い私が出来ることは、大先輩から

はアドバイスを、入会暦の浅い会員からは、忌憚の

ない意見を、そして皆さんが協力をしたくなるよう

な、一生懸命に努める姿を見て頂き、会員の輪を一

つにするお力添えかと思います。 

このような幹事を目指すことが、自身と自社の成長

に繋がると信じて１年頑張ります！ 

未熟で配慮が行き届かないことで、皆様方にご迷惑

や不快な思いをさせることもあると存じますが、南

ロータリークラブ繁栄へのご指導、ご鞭撻を何卒宜

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日  の M E N U： 和中折衷料理 
 

和食 

○丼物：鰻ひつまぶし、錦糸玉子、粉山椒 

○香の物：大根麦味噌漬け 

○清し汁：巻麩、なめこ、三つ葉 

中華 

○もやしの湯葉巻き 生姜ソース 

○水餃子辛み餡ソース 

○豚肉とジャガイモの炒め 

 

 

７７７月月月ロロローーータタタリリリーーーレレレーーートトト   １１＄＄==￥￥１１２２４４   



仙台南ロータリークラブ２０１５―２０１６第５９期 

（役員、理事及び委員） 

 

役員 会長     板垣 努         理事会長   板垣  努 

   副会長    星  毅         次期会長   星  毅 

   副会長    高木信三          副会長    高木信三 

   直前会長   高橋次男         職業奉仕   佐藤三生 

 幹事     山下晴輝         社会奉仕   鈴木俊一 

   副幹事    星川隆裕         国際奉仕   菅野 稔 

    会計     高橋玲二         青少年奉仕  五十嵐章 

会場監督                 直前会長   高橋次男 

ＳＡＡ   ◎秋濃麗子         幹事     山下晴輝 

ＳＡＡ    野口育男          

   ＳＡＡ    高橋玲二 

   ＳＡＡ    米川 淳        

※クラブ奉仕委員会   ◎星  毅   ○西尾 章   野口育男 

会員増強委員会    ◎和田達雄   ○岩松正記   西尾 章   佐々木真美 

           

（職業分類・会員選考） 

親睦委員会      ◎髙橋健一  ○近藤まい子  半澤修司   石井岳朗  桑江賢治 

佐藤博美   秋濃麗子   米川 淳   松木幸弘  佐々木真美 

日置道隆   菅井一男   皆川和輝   後藤公伸  圖子睦夫 

                      

Ｓ．ＢＯＸ委員会    ◎遠藤敏夫   ○和田達雄   米川 淳   桑江賢治 

プログラム・出席委員会  ◎熊谷晴樹   ○佐藤 修   星  毅   髙橋健一  近藤まい子 

情報委員会       ◎佐藤博美   ○皆川和輝   後藤公伸   熊谷晴樹 

 （会報・雑誌・広報） 

家庭集会委員会    ◎菊地正弘   ○阿部高大   坂本正憲   山家雪雄 

※職業奉仕委員会    ◎佐藤三生   ○日置道隆   菅野忠昭   圖子睦夫 

※社会奉仕委員会    ◎鈴木俊一   ○半澤修司   星川隆裕   武藤 諭 

※国際奉仕委員会    ◎菅野 稔   ○星川隆裕   山家雪雄   菅井一男 

 （ロータリーの翼） 

国際青少年交換委員会 ◎加藤秀次   ○高橋次男   菊地正弘   日置道隆  松木幸弘 

米山奨学会委員会   ◎坂本正憲   ○菅井一男   侯 殿昌 

ロータリー財団委員会 ◎宮澤雅隆   ○大西恒市   岩松正記  

※青少年奉仕委員会   ◎五十嵐章   ○山家雪雄   阿部孝治  

  インターアクト   ◎武藤 諭   ○松良千廣   桑江賢治 

  ローターアクト   ◎半澤修司   ○石井岳朗   後藤公信 

基金管理委員会     ◎生田弘明   ○田中光彦   岩松正記   高橋玲二 

藤沢交歓委員会     ◎早坂 薫   ○秋濃麗子   日下覚実   松木幸弘 

諮問委員会       ◎大須賀常三郎 ○佐藤 修   生田弘明   遠藤敏夫 

 

※ 五大奉仕部門 ◎委員長 ○副委員長 委員   


