
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員のご紹介（９月７日ご入会） 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

移動例会「残暑払い例会」（於 森のパルク） 

 

次回（9 月 28 日）の予定 
 

カメイオート株式会社 代表取締役社長 

宮本恭助会員 
 

＊9 月 21 日の例会は休会です。 

予 定 
9月 17日 第２回五十嵐章会長杯ゴルフコンペ 

 9月 21日 休会（クラブ定款第 6条 1-Cにより） 

 9月 23日 ローターアクト主催 第 2回東北鍋フェス 

 9月 23・24日 青少年交換オータムキャンプＩＢＳ 

10月 1日 ロータリー米山記念奨学会 

10月 2日 合同幹事会 

10月 5日 定例理事会 

10月 14・15日 ＲＹＬＡ 

10月 29日 在仙１１ＲＣゴルフコンペ 
出席率 会員数４３名    

８月２４日 ６９．０５％ 

８月３１日 ７１．４３％ 

９月 ７日 ６９．７７％（９月１３日現在） 

 

週 報 

 

２０１７－２０１８年度 (№１０）第２９２３回 例会（平成２９年９月１４日） 

先週のゲスト（９月７日） （敬称略） 

鳴海屋紙商事㈱営業本部本部長 鳴海幸一郎 

 

先週のビジター（９月７日） （敬称略） 

広島東南ＲＣ 伊藤 正樹 

   〃   林 良一 

   〃   岩井 正喬 

   〃   田上 克彦 

   〃   田上 裕子 

   〃   菅 富誉樹 

   〃   古本 由美 

   〃   衣笠 准一 

   〃   要田 昭治 

   〃   大井 克元 

   〃   谷井 智 

   〃   山仲 巌 

   〃   吉田 範子 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    ４０，０００円 

今年度累計額   ２６３，８３０円 
 

 

 

 

９月 「基本的教育と識字率向上月間」 

９９９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＄＄==￥￥１１００９９   

宮本 恭助 会員 

（職業分類）自動車工業-自動車販売 

生年月日： 昭和３５年１月１３日 

勤 務 先： カメイオート株式会社 

役   職： 代表取締役社長 

家   族： 妻 

趣   味： 読書、映画鑑賞 

推 薦 者： 和田達雄会員、佐々木利晃会員 

広島東南ＲＣ 

伊藤会長 



広島東南ＲＣご一同様： 

佐藤 三生会員：広島東南ＲＣの皆さん、ようこそおいで下さい

ました。いつもありがとうございます。三陸のホヤはおいしい季

節ですよ。 

松良 千廣会員：昨年度留学生のアネリスが日本語検定 4 級に合

格しました。1 年留学で 4 級は立派です。 

星   毅会員：本日雨降りの中、広島東南ＲＣの 13 名の皆様

においで頂きニコニコです。 

和田 達雄会員：結婚祝いありがとうございます。白松さんには、

スタッフの方に運んで来て頂き、おいしく栗ようかん頂きました。

今日は誕生日、Ｗで重ね重ね感謝いたします。 

山家 雪雄会員：ようこそお越しいただきました。広島東南ＲＣ

の伊藤会長、菅幹事始め、要田様、岩井様他の皆さん心から歓迎

します。又当クラブの 60 周年記念式典の際にもご出席を賜わり

厚くお礼申し上げます。例会を楽しんで下さい。 

左：東南ＲＣ会長 

右：志津川中学校校長 

岩松 正記会員：①広島東南ＲＣの皆様、ようこそいらっしゃいました。

先日のお詫びの分、本日お返しをいたしますので、よろしくお願い致しま

す。②6 年ぶりに復活した松島航空祭に行ってきました。初めて見るブル

ーインパルスの曲芸飛行はすごかった！元ブルーインパルスの現副司令

官にも会えてニコニコです。 

山下 晴輝会員：結婚記念日ありがとうごさいます。今週妻と映画を仲良

く観たいと思います。 

五十嵐 章会員：本日の卓話、鳴海屋紙商事の営業本部長 鳴海様をお迎

えして、七夕の苦労話をお話し頂きます。宮本様のご入会おめでとうござ

います。広島東南ＲＣの皆様方、遠い所御来訪頂きました。 

秋濃 麗子会員：本日は遠方より広島東南ＲＣの皆様、ようこそ仙台へお

越し下さいました。そしてスピーカーの鳴海様、楽しいお話を楽しみにし

ています！ 

佐々木利晃会員：広島東南 RC の皆さま、ようこそ仙台へ！お時間の許す

かぎり仙台をお楽しみくださいませ。そして鳴海さん、よろしくお願いし

ます！ 

桑江 賢治会員：「相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中

で成熟し、幸福感中で消えていく」そろそろ買い場ですかね？ 

山家雪雄会員（写真：山家雪雄会員・星毅会員） 
 

 

 

 

 「仙台七夕の歴史」と「まつりの裏方」  
 

 

鳴海屋紙商事株式会社 営業本部本部長 鳴海幸一郎様 
 

七夕祭の行事は、中国の乞功奠という星祭に由来を
しています。 

七夕の飾り付けには、７つの飾りものがあり、それ
ぞれ伝われがあります。 

１． 吹流し・・・織糸をかたどって飾ります。 

２． 折鶴・・・・家族の長寿を願います。 

３． 短冊・・・・和歌や願い事を墨で書いて、その
願いが叶うように、文字が上手になるように祈
ります。 

４． 紙の着物・・身代わりとして、病気や災害を除
き、裁縫や手芸の上達を願います。 

５． 投網・・・・お魚をとる網をかたどっています。
豊漁や豊作を祈ります。 

６． 屑かご・・・中に七夕の飾りを作って出た紙屑
を入れてつるし、物を粗末にしないこと、整理
整頓、清潔の心を教えています。 

７． 巾着・・・無駄遣いをやめ、倹約、節約の心を
養うためにと飾ります。 

仙台の七夕は、約４００年程前、伊達政宗公が京都
より、仙台へ持って来たことが始まりと云われてお
ります。あの時代に、女性が主役の祭り事に目を向
けた、そのような心意気も、「伊達男」と云われる所
以の一つかと思います。また、仙台七夕の特徴とし
て、飾りには、くす玉が付けれられております。こ
のくす玉は、当時、仙台の森天佑堂の御主人さんが、
戦後復興の願いを込めて、美しい花のように七夕を 

飾りたいと、竹かごの球体
に、京花紙で紙花を折り付
け、くす玉作りを発祥させました。今では、吹き流
しの良きパートナーとして七夕の主役となっている
ところです。ですので、皆様が他の地域などで、七
夕をご覧になった際、くす玉の様な頭の飾りがあれ
ば、戦後の仙台七夕からの流れという事がお分かり
いただけると思います。 

また、我々は、８月６日の日付が変わった未明から
七夕飾りの設置のお手伝いをし、８月８日の２３：
５９日付が変わる前までに撤去をするという使命の
基、撤去の際は、笹葉っぱ一つ残すな！の信念にて、
弊社社員一同、七夕の黒子役として、毎年、汗をか
かせて頂いております。その後、終わりました飾り
は、他の地区への譲り受け（通称、お嫁入り）が主
ですが、使用した竹においてもリサイクル化にチャ
レンジをしております。使用済みの孟宗竹の一部 

を用い、一年後「竹紙」に生まれかわらせる試みを
行っております。今はまだ、少しずづではあります
が、評価を頂いており、出来上がった竹紙の使用例
として、仙台市長、仙台市職員用の名刺、絵葉書、
地産地消品の栞などに活用されております。 

これを機に、地元の皆様にも是非、七夕飾りへ更に
興味をお持ち頂き、仙台七夕まつりをお楽しみいた
だければ幸いです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の例会報告 

被災地訪問報告 

被災地支援活動５回目となる広島東南ロータリーク

ラブ（会長：伊藤正樹外１２名）ホスト役仙台南ロ

ータリークラブは、去る、９月７日南三陸町志津川

中学校に対し、「最高級の移動式スポットライト１

機」及び「原爆に耐え生き残ったイチョウの木を親

とする苗木１本」の贈呈を行いました。 

同クラブは当クラブをホスト役としてこれまでに合

計１０台のピアノを被災地の「保育園」・「幼稚園」

に贈呈して来ている。 

 


