
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI会長      イアン・ライズリー 

D.2520 ガバナー    藤﨑 三郎助 

仙台南ＲＣ会長    五十嵐 章 

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  五十嵐 章 
副 会 長  鈴木 俊一 
幹 事  岩松 正記 
プログラム  秋濃 麗子 松良 千廣 生田 弘明 
情報委員会    

本日の予定 
 

「三役・五大奉仕委員長就任挨拶」 

会 長         五十嵐 章 会員 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 鈴木 俊一 会員 

職業奉仕委員長     半澤 修司 会員 

社会奉仕委員長     佐藤 博美 会員 

国際奉仕委員長     高木 信三 会員 

青少年奉仕委員長    山家 雪雄 会員 

幹 事         岩松 正記 会員 

 

次回（7月 13日）の予定 
 

移動夜間例会「三役慰労会」 

於 青葉城 本丸会館 

 

※７月２０日の例会は休会です。 

（７月１７日海の日振替のため） 

予 定 
7月 13日 移動例会「三役慰労会」（於 本丸会館） 

 7月 20日 休会（海の日振替） 

 7月 27日 臨時総会 

 8月 3日 クラブアッセンブリー 

 8月 10日→5日 移動例会「花火大会」 

 8月 17日 ガバナー公式訪問 

 

出席率 会員数４３名    

６月 ８日 ６３．０４％ 

６月１５日 ７１．７４％ 

６月２２日 ６９．５７％（７月５日現在） 

 

週 報 

 

２０１７－２０１８年度 (№.１）第２９１４回 例会（平成２９年７月６日） 

先週のゲスト（６月２２日） （敬称略） 

なし 
 

 

 

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＄＄==￥￥１１１１１１   

お誕生日・ご結婚記念日おめでとうございます 
なし 

 

前年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    ４６，０００円 

昨年度累計額 １，１０２，４００円 
 

 

 

本  日  の  M E N U：中国料理 
 

○鰈の大蒜蒸し 

○そら豆と紋甲烏賊の炒め  ○豚肉のトーチー蒸し 

○蟹餡かけ豆腐  ○香の物  ○水餃子野菜餡かけ  ○海老焼売 

○野菜スープ  ○白飯  ○杏仁マンゴ 

先週のビジター（６月２２日） （敬称略） 

東京練馬中央ＲＣ 福島孝人 

仙台泉ＲＣ 菅原裕典 
 

 

 



  

 

 

 
五十嵐産婦人科医院 

院長 

（産婦人科） 
 

  

 

 

 
(有)FP ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

代表取締役 

（生命保険） 

  

 

 

 
㈱泉自動車学校 

代表取締役 

（教育-自動車学校） 

 

 

 

 
会長 五十嵐 章会員  
 

 

仙台南ロータリークラブ

は創立６１年目に入り、こ

の歴史のあるクラブの会長

に就任させて頂きます事に、

名誉と責任の重さを今更な

がら深く受け止めておりま

す。仕事柄、皆出席とは行

かないかも知れませんが、

出来る限り頑張る所存でおります。 

 第一に諸事業の継承の件であります。前年通り発

展的に継続したいと思っております。 

また、復興に関する事業で有りますが、まだまだ先

の見えない状況であります。当クラブでは「千年希

望の丘事業」の継続が有りますし、今後の災害支援

は我々の方から申し出るのでは無く、地元住民主体

の復興の状況を見てから、考えて行きたいと考えて

おります。 

第二に会員の増強であります。現在は４３名に減

っておりますので、会員の増加は我クラブの命運を

左右します。増強に向けて会員諸氏の奮闘に期待し

たいところであります。 

 

 
 
副会長（次期会長）・クラブ奉仕委員長 鈴木 俊一会員  
 

 

 クラブ奉仕委員会は、クラ

ブの対内的な奉仕をする委

員会であり、企業組織に例え

てみると、職業奉仕・社会奉

仕・国際奉仕は、営業を担当

する部門であり、クラブ奉仕

はその営業部門を支える管

理部門に相当すると思われ

る。企業では営業部門と管理部門がお互いに支え合

いながら、企業としての最大の成果が得られるよう

に、運営するので、当クラブにおいても『クラブ奉

仕委員会』は同じような役割を果たしたいと考える。 

 具体的には、以下の特定の分野の小委員会の調整

をする。 

『SAA 委員会』 楽しく興味深い例会であるべきで

あるが、会場監督として規律あるロータリークラブ

の例会進行もあって然るべし。 

『親睦活動委員会』 ロータリアンの要とも言われ

る重要な委員会である。大筋の行事は決まっている

ものの、その企画の内容次第で興奮、期待、親善に

役立つものに成るであろう。更に、参加会員同士も、

より親交を深める機会でもあり、より楽しい企画を

期待したい。 

『スマイル BOX 委員会』 クラブの予算の一部と

して計上され活動に寄与しており、ニコニコな気持

ちで、金額だけではなく回数を奉仕の気持ちで、協

力をお願いしたい。 

 『会員増強員会』  対外的に働きかけて会員増

強を図っていただくが、クラブメンバー全員が会員

増強の重要性を認識できるように、クラブ内での会

員増強期間の設定をすることも必要かと思われる。 

『プログラム委員会』 会員のみならず会員外から

の卓話者選考等、魅力ある卓話が、例会の出席者増

加への対策の一つでもある。より有意義な例会の運

営が会員増強のエネルギーと成り得る。 

 『ロータリー情報委員会』 会報や各種レポート

や雑誌によってクラブの具体的な活動を会員に 

知らせ、身近に感じてられるよう、また、国際ロー

タリー第２５２０地区の一員であることを再度認

識できるような情報提供をお願いしたい。会員増強

の成果として、新入会員が増加した場合、ますます

重要な活動となる。 

 

 
 
職業奉仕委員長 半澤 修司会員 
 

    

職業奉仕は「ロータリーの

目的(綱領)」の第２項「職

業上の高い倫理基準を保ち、

役立つ仕事はすべて価値あ

るものと認識し、社会に奉

仕する機会としてロータリ

アン各自の職業を高潔なも

のにすること」を土台とし

ています。 

職業奉仕委員会は例会で、各会員が自分の職業に

ついて話し、互いの職業について学び合う事を実

践し、次の事を実施します。 

① 職場訪問を年２回程度実施する。 

② 前期に引き続き、会員相互の交流の中で会員企

業の理念や経営方針等を気安く聞ける場を設け、

業界にとらわれない視点や発想、世代を超えた

バイタリティを学び、会員個々の職業奉仕に役

立てていただく。 

2017-2018 年度 三役・五大奉仕委員長就任挨拶 

 



  

 

 

 
東通インテグレート㈱ 

代表取締役社長 

（電子機器販売） 

 

  

 

 

 
(有)酒のマリオ 

代表取締役 
（マンション経営） 

 

  

 

 

 
 

㈱杜リゾート 
代表取締役 

（不動産管理） 

 

 
社会奉仕委員長 佐藤 博美会員   
 

 

昨年度に引き続き、今年度

の委員会活動予定は次の

とおりです。 

 

１.宮城県視覚支援学校へ

の奨学金支援 

 

２.ガールズエイト U-12 サッカー大会の運営 

ガールズエイト U-12 サッカー大会では、多くのク

ラブメンバーのご参加、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 
国際奉仕委員長 高木 信三会員   
 

 

 かつて国際奉仕委員会の

目玉であった青少年交換の

事業が青少年奉仕委の管轄

となったので、国際委の方

は米山と財団のふたつにな

りましたが、これは坂本さんと菊地さんのご担当で

万全の事と確信しております。 

 会員の皆様には米山と財団の事業にご理解頂き、

宜しくご協力の程、お願い申し上げます。 

 

 

 
 

青少年奉仕委員長 山家 雪雄会員   
 

 

今期も国際ロータリーの 

若者のリーダーシップを養

成する RYLA、未来のリー

ダーを育成するロータリー

青少年指導者養成プログラ

ムに従って、五十嵐会長、岩松幹事の方針に基づき、

「仙台ローターアクト」、「インターアクト」の各ク

ラブと他のクラブが擁する地域間の交流とクラブ

の様々な工夫を凝らしたセミナーを通じての幅広

い奉仕活動を支えていきたいと思います。 
 

 
 

 
 
幹事 岩松 正記会員   

 

 伝統ある仙台南ロータリ

ークラブの幹事という大役

に就任するにあたり、今年

度の抱負を述べさせていた

だきます。 

 私は個人的に２つの目標

を掲げております。 

 まず一つは「ロータリー

を楽しむ」ということです。 

 会員の拡大は喫緊の課題ではありますが、それ以

前に、現在のメンバーがロータリー活動を楽しめな

ければ勧誘もできないと考えます。そこで、現行会

員すべてがロータリークラブに所属していてよか

った、楽しい、という思いを共有できるような活

動・イベント等を行っていきます。 

 次に「ロータリーを活用する」ということです。 

 ロータリークラブの本来の目的の一つに「事業及

び専門職務の道徳的水準を高めること」があります。

ロータリークラブでの活動がメンバー各自の事業

に役立ち、地域や社会から必要とされる存在になる

ことが、我々ロータリアンの存在意義ではないかと

考えます。そのために何をするか何ができるのかに

ついて、先達たちの知恵を拝借し、全国のロータリ

アンの活動を学び、自らの実践を通じて会員の皆様

方に還元・提供していきます。 

 今期は以上の点を意識して活動していきたいと

思っております。 

 なお言い訳になりますが、本業の方でも会の役員

に再任するため、今のところ初っ端の 7 月 6 日と 20

日は会議が重なるので欠席します。いきなり最初か

らクラブの皆様にご迷惑をおかけして本当に申し

訳ございませんが、何卒ご了承くださいませ。 

そのほかは今のところ大丈夫ですので、来年 6 月ま

で粉骨砕身、クラブのために身をささげる所存です。

1 年間、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたしま

す。
 

  

 

 

 
㈲宮城シンクタンク 

代表取締役・税理士 

（税理士） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊地 正弘会員：ダブルスター号の公開無事に終了、お疲れさまでした。お陰様で楽しい一年間でした。 

早坂  薫会員：会長・幹事・役員の方々、楽しいロータリーライフ誠にありがとうございました。イヨ

イヨ接岸ですね！お世話様でした。 

佐藤 三生会員：星会長、星川幹事、1 年間ありがとうございました。 

松良 千廣会員：留学中の渡邉好さんは TOEIC スコア 795 迄上がったということで進学に向けても万全

です。 

加藤 秀次会員：誕生祝楽しみにしていたロータリー年度末です。初めて 100％ホーム出席がかないまし

た。星会長、星川幹事、おつかれ様でした。 

星   毅会員：本日最終例会となります。一年間大変お世話になりました。 

鈴木 俊一会員：古くからの友人が来ていただきました。ニコニコです。 

星川 隆裕会員：本日で４１/４１満了です。一年間ありがとうございました。 

和田 達雄会員：星会長、星川幹事、一年間ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。 

４１/４１にニコニコ。 

岩松 正記会員：星会長・星川幹事、1 年間お疲れ様でした。次年度も引き続きご指導の程、宜しくお願

いします。 

熊谷 晴樹会員：星会長、星川幹事、一年間ご苦労様でした。 

秋濃 麗子会員：星会長、星川幹事、各役員のみなさま、今年 1 年間本当にお疲れ様でした。1 年間本当

に有意義に過ごさせて頂き、ありがとうございました。 

圖子 睦夫会員：各委員長、おつかれ様でした。 

菅井 一男会員：1 年ほど休会させて頂いておりましたが、例会出席のみならず委員会活動も出来ずに申

し訳なく思っております。今後におきましてもクラブ全体の出席率を下げて、皆様の足を引っ張ることに

なりそうなので、止む無く中退させて頂くことにしました。3 年 2 ヶ月の短い期間でしたが、皆様と親し

くお話をさせてたいだいたことに感謝し、仙台南ロータリークラブの今後益々のご発展を祈念して退会の

ご挨拶とさせて頂きます。大変有り難うございました。 

桑江 賢治会員：一年間おつかれ様でした。マーケットは好調です。 

佐々木利晃会員：星会長、星川幹事、みなさま、一年間大変お疲れ様でした。ありがとうございました！ 

 

 

 

退 会 報 告 
 

6 月 30 日 板垣  努 会員 

  〃  菅井 一男 会員 

  〃  米川  淳 会員 

 


