
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

「五大奉仕委員長退任挨拶」 

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 
 

※ビュッフェ例会 
 

次週の予定 
 

「新年度三役・五大奉仕委員長就任挨拶」 

会 長         星   毅 会員 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 五十嵐 章 会員 

副会長         佐藤 三生 会員 

職業奉仕委員長     菊地 正弘 会員 

社会奉仕委員長     半澤 修司 会員 

国際奉仕委員長     宮澤 雅隆 会員 

青少年奉仕委員長    佐藤 博美 会員 

幹 事         星川 隆裕 会員 

 
 

 

２０１５－２０１６年度 (№４５）第２８７２回 例会（平成２８年６月３０日） 

予 定 

7月 4日 合同幹事会 

7月 7日 定例理事会 

     三役・五大奉仕委員長就任挨拶 

7月 14日 夜間例会「三役慰労会」 

7月 21日 臨時総会 

7月 28日 ビュッフェ例会 

出席率  会員数４９名    

６月１１日 ６１．２２％ 

６月１６日 ７９．５９％ 

６月２３日 ６５．３１％（６月２９日現在） 

 

先週のビジター（６月２３日） （敬称略） 

国際ロータリー第 2520地区ガバナー 菅原裕典 

アサヒビール㈱仙台支社 支社長 垣内康志 

お誕生日・結婚記念日おめでとうございます 

なし 

 

先週のゲスト（６月２３日） （敬称略） 

なし 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    ３６，０００円 

今年度累計額 １，２０４，０００円 
 

 

 

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＄＄==１１００６６円円   

仙台青葉ＲＣ 鈴木 宏様：ロータリーの翼ご協力御礼。 

高木 信三会員：今年度もあと 2 回の例会となりました。第 2 副

会長という何もしなくてもよい、誠に結構な立場の一年間でし

た。 

早坂  薫会員：６/３０の最終例会で接岸ですね！「流石」（板

垣・山下）丸。この一年間の舵取見事。ありがとうございました。 

佐藤 三生会員：菅原ガバナーにおいでいただきありがとうござ

います。お元気そうな御尊顔を拝して今日も頑張れそうです。 

松良 千廣会員：県大会でサッカー、体操、陸上総合は順当に優

勝し、新体操団体は 44 年ぶりの優勝、フェンシング個人は初優

勝でした。サッカー、陸上は東北大会も優勝、その他は今週末東

北大会です。 

加藤 秀次会員：本日誕生日です。お祝いありがとうございまし

た。朝一で「あべかま」が家に届き、さっそくつまんできました。 

星   毅会員：本日、菅原ガバナーに訪問頂きニコニコです。 

岩松 正記会員：①菅原ガバナー 1 年間お疲れ様でした。②こ

の度、東北税理士会租税教育推進部長となりました。租税教育よ

ろしくお願いします。 

山下 晴輝会員：菅原ガバナーお越し頂きありがとうございま

す。今年一年本当にお疲れ様でした。 



  

 

 

 
㈱星栄 

代表取締役 
（不動産-店舗リース） 

  

 

 

 
㈱マルキ 
代表取締役 

（工業薬品販売） 

 
  
 

 

クラブ奉仕委員長 星 毅会員   
 

本年度クラブ奉仕委員長を

仰せつかり、年初に出席率

の向上、会員の拡大、情報

の速やかな開示と三つの大

きなテーマを持って取り組

みました。しかしながら、出席率の向上には繋がら

ず、会員拡大も思うように進みませんでした。何れ

も長期間に渡る課題ですので次年度に引き継いで

頂けますようお願いをもってご挨拶に代えさせて

頂きます。 
 
 
 

 
職業奉仕委員長 佐藤三生会員 

    

1. 輪王寺 2015 年 9 月

17 日 

日置道隆会員のご好意で

金剛宝寺輪王禅寺（住職・

日置会員）を訪問しました。

参加者は 9 名で、まず約 1

時間、参道から案内してい

ただきました。 

日置住職は森の防潮堤協会の理事長を勤めてお

られ、自然の森こそ、一番安定した生命の塊なのだ

とする信念のもとに千年希望の丘植樹をご指導な

さっています。 

参道の両脇には手入れの行きとどいた自然の森

が出来上がっていました。お話では、10 年前は雑草

だけが生えていた野原だったそうで、日置住職が何

年もかけて自然の森に仕上げたのだということで

した。 

また、敷地内にはたくさんの幼木がありました。

どんぐりを拾って育てたという３万本の木は逐次、

千年希望の丘に移植されるのだそうです。 

続いて庭園を拝見させていただきました。運よく

雨が落ちてきて、雨にぬれたシラハギ、ニシキハギ、

サルスベリなどが池や茶室、三重塔をバックに光っ

ていました。この後本堂で、仙台に移って 410 年の

歴史がある輪王寺の現住職日置会員から「いのちと

心が廻る寺づくり」の講話をいただきました。 

 

2. 東北森永乳業株式会社 2015 年 11 月 5 日 

圖子会員の紹介で、宮城野区港にある東北森永乳

業株式会社を訪問しました。東北森永乳業は名取市

にあった宮酪乳業が移転して社名を変更したもの

です。 

 森永乳業東北支店長の角野支店長のお迎えをい

ただき、山下社長と金子工場長に案内していただき

ました。東京ドームが３個入るという広大な敷地の

中に広い工場がありました。当日はビンが 1 日 10

万本、紙パックが 1 日 12 万本製造されているとい

うことでした。紙パックは 8 割がプライベートブラ

ンドということですから、森永ブランドの他にも小

売りのお店には東北森永製の牛乳がたくさん並ん

でいるようです。原料が流れるパイプは全て縦に配

置されていて滞留による腐敗がないように工夫 

されていました。 

 港に移設後まもなく、東日本大震災による津波で

被災し、ほぼ全部を新しくしたということでした。 

 

3. NHK 仙台放送局 2016 年 5 月 12 日 

 和田政宗会員のお世話により、NHK 仙台放送局

の見学が実現しました。西村局長に迎えられ、幹部

の方々に局内を詳しく案内していただきました。実

際のテレビに映る場所にもアナウンサーになった

気分で立ってみることができました。天井には無数

の照明やカメラが並び、一つひとつに役割があるん

ですとの説明にビックリしてしまいました。別の調

整室にはたくさんの調整機があって、職員さんが真

剣な顔をしてレバーを操作しておいででした。最後

に NHK が開発中という８K のテレビを見せていた

だきましたが、３ｍ×２ｍもある大画面にはクッキ

リとした映像が映し出され、値段は１千万円ぐら 

いで、仙台南ロータリークラブの皆さんが最初にご

覧になるんですよとの説明に感激してしまいまし

た。近々移転するとのことです。また訪問して新旧

の違いを見てみたいと思いました。 

 

4. 反省 

年度初めの計画では、顧客満足についてのフォー

ラムを行うことにしていましたが、考えれば考える

ほど奥が深く、私の手に負えるものではなく、講話

予定の会員にうまく説明できなくて結局実施でき

ないうちに年度が終わってしまいました。力不足を

感じています。 

 

 
 
 
 
 
 

2015-2016 年度 五大奉仕委員長退任挨拶 

 



  

 

 

 
(有)FP ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

代表取締役 
（生命保険） 

  

 

 

 
㈱エーゼット 
代表取締役 

（医療機器製造販売） 

  

 

 

 
五十嵐産婦人科医院 

院長 
（産婦人科） 

 
社会奉仕委員長 鈴木俊一会員   

 

 今年度の社会奉仕委員会

は、主に 3 つの活動を致し

ました。 

① 資格支援学校への奨学

金支援 

毎年恒例の支援活動で、資

格支援学校の校長先生に当

クラブの例会へご出席いた

だき、奨学金を贈呈致しました。 

② 女子サッカー大会開催 

昨年８月２３日（日）松島フットボールセンタ

ーに於きまして『仙台南ロータリークラブ杯第

３回ガールズエイトＵ－12 サッカー大会』を成

功裏に開催することが出来ました。 ロータリ

ークラブでは、12 歳未満の年齢の青少年への奉

仕活動は、社会奉仕委員会が担当しております

が、既に過去 2 回開催している大会ではありま

したが、開催準備のため『社団法人宮城県サッ

カー協会』の関係者と打ち合わせの折、小学生

女子対象のサッカー大会は、県内でも開催回数

が少なく、当クラブの大会を重要視しており『恒

例化して欲しい』旨のご意見もいただきました。 

③ 被災地復興支援交流会 

6 月 11 日（土）昨年に引き続き第 2 回目『指が

浜支援視察交流会』震災津波による被災された

直後から、当クラブの会員が何度も訪問し、現

場から直接お話を伺って、復旧・復興に必要な

物資を支援させていただいておりました。今年

は移動例会として、多くの会員・会員の奥様・

ローターアクトの会員が、大川小学校跡での慰

霊と指が浜を視察。その復興状況を認識し今後

の支援のあり方も考えさせられました。 

今年度は、委員会メンバーのみならず、会員の皆様

に多忙な中、企業協賛依頼活動や活動全般のご協力

をいただきました。また会員の所属会社社員の皆様

にもバスの運行や植林のお手伝もいただきました。

紙面をお借り致しまして、社会奉仕委員長として、

深く御礼を申し上げます。皆様ありがとうございま

した。 

 

 
国際奉仕委員長 菅野 稔会員   

 

1.長期青少年交換、短期青少

年交換（ロータリーの翼） 

 今年度D2520地区長期交

歓派遣生 常盤木高等学校 

成澤みくさんは、派遣先の

フランスより 7 月 9 日帰国

予定。現地から送られた報

告書を週報に掲載しました。 

 アメリカから来日した Odalys Xiomara 

MARTINES さんは、本人の事情により来日直後に

帰国。 

 ホストファミリーにご協力いただいた会員には

感謝申し上げます。 

 

 また、D2520 地区ロータリー青少年短期交換プロ

グラムに参加した宮城県仙台第二高等学校 荒川

恵梨香さんは、短期派遣先のオクラホマから帰国後、

報告書を作成し、クラブ例会の中で発表しました。 

 

2.米山奨学生 

  遺憾ながら、今年度の配分はありませんでした。 

 

 

 
青少年奉仕委員長 五十嵐章会員   

 

当クラブはインターアクト

クラブとローターアクトク

ラブの 2 クラブを有してお

ります。 

目的は青少年の多様なニー

ズを理解し、彼らの成長過

程に添った指導をしながら、

将来への社会生活に適応で

きる人に育て、ひいては地域社会の模範とされるよ

うな人に成長して貰える事を目指します。彼らの若

い行動力で国際社会に飛び込み、国を超えての理解

を深め、紛争解決の一助となって欲しいものです。

更に、ＲＹＬＡへの積極的な参加を勧め、実地訓練

を体験し、将来ＲＣの一員となり、活動に参画して

呉れる事を願うものである。 

 

「インターアクト活動報告」 

武藤、松良、桑江会員が担当致しました。 

６月下旬、常盤木学園国際コース 1 年生は福島県ブ

リティシュヒルズに於いて研修。 

１０月上旬、国際コース２年生は米国へ短期留学の

派遣学習に参加。 

 

「ローターアクト活動報告」 

担当は半澤、石井会員でしたが、佐藤三生会員と鈴

木俊一会員が積極的に例会に参加して、ＲＡ会員へ

の支援を行って下さいました。 

第１回例会は７月６日、午後７時から国際ホテルで

行われ、月２回開催しております。 

他クラブとの交流も盛んで、７月には荒浜と石巻の

ＲＡクラブと東北支援事業に参加。 

８月と９月は気仙沼地区に大阪御堂筋ＲＡＣの来



本  日  の  M E N U：和洋中ビュッフェ  
 

◇季節の炊込みご飯 ◇香の物 ◇味噌汁 ◇冷やし稲庭うどん 
 

◇サラダバー ◇ホテルメイドパン各種 ◇タイ風イエローカレー＆カポナータ・ご飯添え 
 

◇チンジャオニューロースー ◇レバニラ炒め ◇五目あんかけ焼きそば 
 

◇フレッシュフルーツのピンチョス ◇コーヒー・紅茶 

訪を受け、アクトの日記念事業として、化女沼清掃

を行った。１０月１７日から２日間「ＲＹＬＡ研修

セミナー」が岩手県南青少年の家で行われ、ガバナ

ーの講演とＡＥＤの実技講習が行われた。１０月に

は第 2610 地区の会員が来仙し、共にボランティア

活動を行った。その他、多数の活動を行っており、

結束の強まりも見せている。１２月には南ＲＣの忘

年会にも参加して、会員との親交を深めた。「地区

ＲＡＣ第４０回大会」が大崎市で開催され、当クラ

ブから１名が登録した。 

 

 

 

 

 

会長 髙橋優歌様、鈴木沙也佳様   
 

〇１２月 

５日・水沢東ＲＡＣ主催スポーツ例会 

17 日・仙台南ロータリークラブ様主催年忘れ家族会 

〇１月 

30 日・後期会長幹事会 

〇２月 

主に例会を実施 

〇３月 

24 日・仙台南ロータリークラブ様主催ビュッフェ例

会 

板垣会長のご挨拶は「不倫」に関するタイムリーな

内容で、弁護士らしい目線でのお話で賑わいました。 

スピーチは大塚製薬の方が健康寿命とメタボなど

のお話をされました。健康寿命とは自律して生活で

きる年齢のことで、日本の平均寿命との差は男性で

約 9 年、女性で約 12 年もあり、それほど日本は長

寿であることがわかります。 

また、宮城県はメタボ人口の割合が全国 2 位の多さ

だそうで、宮城県の課題として今後取り組む姿勢を

見せています。今後の宮城県の対策に期待が高まり

ます。メタボ人口を減らすことは生活習慣病などの

予防にも繋がり、結果として医療費の削減にもなる

ようです。 

高齢化に伴う社会保障費増大などが問題となって

いますので、健康寿命を延ばすにはメタボ対策や成

人病予防への取り組みが必要になると感じました。

(鈴木) 

26 日・第 2530 地区(福島)地区年次大会 

27 日・第 2520 地区 RC 地区大会 

〇４月 

主に例会を実施 

〇５月 

21 日・第 2520 地区ローターアクト地区年次大会 

28 日・千年希望の丘植樹祭 

〇６月 

11 日・震災支援活動のその後の視察と漁師さんたち

との交流会 

東日本大震災の月命日ということもあり、大川小学

校も初めて行きました。震災前は小学校の周りには

どんなものがあったのか想像もつかないほどに小

学校だけが雑木林の近くにぽつんとあり、震災の日

のことを思い出すと胸が苦しくなるばかりでした。 

また、茨城の中学生たちが慰霊碑などの手入れのボ

ランティアに来ていて、私たちもそのようなボラン

ティアを積極的にすべきだと感じました。 

その後は指ヶ浜漁港へ行き、南クラブが寄贈したフ

ォークリフトの視察、地元漁師さんから震災復興の

お話を伺いながらバーベキューを楽しみました。ご

一緒させていただき有難うございました。(鈴木) 

20 日・最終例会 

2015-2016年度最後の例会には仙台南ＲＣより５名

の方々に参加いただき、誠にありがとうございま 

した。納会ということで、１年間の活動報告、決 

算報告、卒業生の卒会式を簡単ではありましたが行

うことができました。 

ありがたいお言葉もたくさんいただきました。

2016-2017年度はまた新たな気持ちで会員一同精進

して行きます。１年間有難うございました。(髙橋) 

24 日・卒業生送別会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台ＲＡＣ １２月～６月活動報告 


