
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

夜間例会「観桜会」 
 

次回（5月 12日）の予定 
 

一般社団法人東北映像製作社協会 副理事長 

㈱ミヤギテレビサービス 常務取締役 

柴森則夫 様 

「東北最大級の“映像の祭典” 

『東北映像機器フェスティバル＆映像フェア』」 
 

※4 月 28 日、5 月 5 日の例会は休会です。 

（クラブ定款第 6 条 1-C により） 

 

 

２０１５－２０１６年度 (№３７）第２８６４回 例会（平成２８年４月２１日） 

予 定 

4月 28日 休会（クラブ定款第 6条 1-Cにより） 

5月 5日 休会（祝日の為） 

5月 8日 第４回板垣会長杯ゴルフコンペ 

5月 9日 合同幹事会 

5月 12日 定例理事会 

  〃  第３回職場訪問 

5月 28日（26日の振替例会） 植樹祭 2016 

出席率  会員数５０名    

３月１７日 ７２．５４％ 

３月２４日 ７０．００％ 

４月 ７日 ７２．００％（４月２０日現在） 

 

前回のゲスト（4月 7日） （敬称略） 

㈱近藤プロダクション 尺八 大友憧山 

    〃      キーボード 須藤朝子 

青少年短期交換プログラム派遣生 荒川恵梨香 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    ３２，０００円 

今年度累計額 １，０５４，０００円 
 

 

 

お誕生日・ご結婚祝いおめでとうございます 

（本日夜間例会の為、先に繰上げ紹介済） 

 

前回のビジター（4月 7日） （敬称略） 

なし 

 

米山記念奨学会寄付 
 

４月７日  宮澤 雅隆 会員 

 

ロータリー財団寄付 
 

４月７日  宮澤 雅隆 会員 

 

菅野  稔会員：4 月度のニコニコを期待して。 

松良 千廣会員：先月のニュースですが難関の東京芸大に 6 人合格の新記録が出ました。 

侯  殿昌会員：皆様、お久し振りでした！今日やっと生きて例会に出席できてニコニコです。 

星   毅会員：結婚祝を頂く予定です。ありがとうございます。 

生田 弘明会員：結婚記念日のプレゼント有難うございました。あれから 50 年余良く持ったものです。 

宮澤 雅隆会員：仙台は桜が満開、岩手はまだつぼみです。まずは、ニコニコです。 

五十嵐 章会員：タチの悪い風邪にどこかでかゝってしまいました。地区大会 Golf 大会シニアの部準優勝

させていただきました。 

桑江 賢治会員：本日は雨で円高も気になりますが、ニコニコです。 

 



 

 

 

 ミニコンサート「尺八＆キーボード」  
 

株式会社近藤プロダクション 近藤まい子会員 

尺八演奏 大 友 憧 山
おおともどうさん

様 

キーボード演奏 須藤
すとう

朝子
あさこ

様 
 

いよいよお花見の季節と

なりました。本日は、ラン

チタイムに春を楽しむミ

ニコンサートをお楽しみ

頂きたいと思います。めず

らしい組み合わせ、尺八＆

キーボードの二重奏です。 

尺八の大友憧山さんは、東

北学院大学在学中より尺

八を始め、都山流師範試験を首席で卒業。スイスへ

二度の演奏旅行。都山流尺八本曲コンクールで数回

の入賞。福島競馬場でファンファーレの演奏をした

り、定禅寺ジャズフェスに参加する等、ユニークな

演奏者です。ジャズ、シャンソン、話題の曲など幅

広いジャンルで演奏します。 

ピアニストの須藤朝子は、

宮城県芸術協会ピアノ部

門最優秀賞受賞、昨年は

慶長遣欧使節メキシコ上

陸記念語りの森で演奏す

る等、様々なイベントで

活躍しております。 

本日のプログラムは、①さくらさくら（日本の代表

的な曲として国際的な場面でも使われます）②さく

ら（森山直太朗さんの代表曲で、東京メトロ銀座線

の上野駅で発車メロディとして使用）③コンドルは

飛んでゆく（サイモン＆ガーファンクルの曲として

有名ですが、元はペルーの作曲家ロブレスがオペ 

ラのために作曲）④テイクファイブ（ジャズの代表

曲で、テイクファイブは「五拍子」と「5 分休憩し

よう」という二つの意味があるそうです。）最後の

曲は⑤「愛の讃歌」フラ

ンスのシャンソン歌手、

エディットピアフが書き

あげ歌ったものです。世

界中多くの歌手に歌われ

た名曲中の名曲です。 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会 幹事 西尾章会員 
 

開催日：平成２８年４月９日（土） 

場 所：杜の都ゴルフ倶楽部 
 

やっと寒い冬も終わりマスタ－ズを観るとゴルフのシ－ズンの始ま

りを感じる今日この頃です。 

4 月 9 日土曜日、杜の都 GC で今年初めての第三回板垣努会長杯コン

ペを開催しました。 

残念ながら今回は参加人数が少ないので、ゲスト参加も入って強い風

の中のプレイになりました。 
 

今回優勝は、38・40 で西尾会員がベスグロ優勝でした。 

次回は 5 月 8 日松島チサン CC です。 

奮ってご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 
 

前回の例会報告 

第 3 回 板垣努会長杯ゴルフコンペ報告 

４４４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＄＄==１１１１６６   

 

４月国際月間目標 「母子の健康月間」 



 

 

 

 

日 時：２０１６年４月１７日（日）１３:００開会 １７:００閉会 

場 所：大船渡市民文化会館リアスホール 

参加者：７名（ほかに地区から１名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県仙台第二高等学校３年 

荒川恵梨香さん 
 

私はアメリカオクラホマ州に 2 週間留学しました。 

オクラホマはアメリカ独立時代、先住民が強制移住

させられた歴史のある州です。行き先が他の米国留

学に比べて興味深いと思い、応募を決めました。私

はメモリアルを見ながら地元の方に積極的に尋ね

て話を聞きました。ポンカ民族の首長スタンディン

グベアの言葉の刻まれた石碑、細部まで本当に良く

再現された涙の旅路の像は、自分の目で見ると言葉

に出来ない程苦々しく感じました。民族の隔たりが

生んだ歴史は日本には無いけれど、戦争や災害の惨

劇と教訓が後世に語り継がれるように、現在の大国

アメリカが存在する犠牲となった、決して忘れては

ならないことだと考えるきっかけになりました。 

期間中は毎日様々な体験をしました。ルート 66 の

博物館、クラシックカーでのドライブ、ジョンウェ

インの展示、ゴージャスなパーティーのようなクラ

ブ 29 の例会、NBA バスケットボールの接戦の勝ち

戦を生観戦、ランディーバース氏の訪問、お城のよ

うなホストファミリーの家の数々、大きなハンバー

ガー、初めて見るメキシコ料理、シュートガン体験、

石油王マーロンの豪邸、日本より遙かに広大で充実

した大学のキャンパス、バッファローの大群、アポ

ロ 10 号で有名な全米一充実した展示の航空ミュー

ジアム、国際線の飛行機に乗って食べる機内食…。

沢山の温かいロータリアンに恵まれ、長年念願の留

学が叶い、英語も話せるようになりました。 

そして将来に対する考え方が変わりました。女性だ

からこそ、力があれば多様な職場を渡り歩くことが

できるのだという引率リーダーの麻生さんの話を

聞き、自分が思ってるよ

りもっともっと可能性は

広げられるのだと、はっ

と気付かされました。私

は幼い頃からアナウンサーになるのが夢です。一方

で、蜘蛛の糸を掴むような確率の職業のため失敗し

たら望まない仕事に就いて詰まらない人生になる

上、親にも申し訳ないという気持ちがずっとありま

した。また、結婚や出産で女性の職場復帰は難しい

とよく教えられていました。でも、挑戦したい、達

成したいと思う瞬間を大切にその都度本気になり、

成長し続ける大人に私もなりたい、いや、なろうと

思いました。国際的に海外で働く仕事、華道の教室

や展示会、報道されるべき世間に知られていない事

を取材する記者、法律や裁判に携わる仕事…。挑戦

してみたい事はこれからさらに広がっていくと思

います。勉強や部活、今自分の前にある課題に全力

を注ぐ姿勢が、将来に繋がっていくと改めて自覚し

ました。 

これほど素晴らしい留学が出来たのはロータリー

クラブだったからこそだと思っています。推薦して

頂いた加藤さんを始め、お世話になった麻生さんと

日米両国の大勢のロータリアンの方々に、私にこの

ようなチャンスを与えてくださったこと、本当に感

謝しています。どんな分野に進んでも、必ず社会の

役に立つ素晴らしい人間になって、いつか私もロー

タリアンとして、自分がして頂いたように子供達に

貢献したいと思います。

 

2015-2016 年度 第 2520 地区ロータリー青少年短期交換プログラム報告 

地区研修・協議会報告 

 



 

本  日  の  M E N U：和洋折衷料理  
 

◇前菜：桜花豆腐、小柱浅葱酢味噌和え、天豆雲丹衣あえ、桜海老真薯、小鯵南蛮漬け 

◇お造里：鮪、勘八、烏賊磯部巻き、妻一式 

◇焼き物：鰆蕗の薹味噌焼き、杏ワイン煮、初地神 

◇お肉料理：鶏肉のハンガリー風シチュー クリーミーなポテトのピューレを添えて 

◇お食事：冷やし梅切り蕎麦（めかぶ、とろろ、椎茸、錦糸玉子、浅葱、七味おろし） 

◇デザート 

◇コーヒー 


