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情報委員会

２０１７－２０１８年度 (№４１）第２９５５回

本日の予定
「三役・五大奉仕委員長退任挨拶」
会 長
五十嵐 章
副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 鈴木 俊一
職業奉仕委員長
半澤 修司
社会奉仕委員長
佐藤 博美
国際奉仕委員長
高木 信三
青少年奉仕委員長
山家 雪雄
幹 事
岩松 正記

会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員

例会（平成３０年６月２８日）

予 定
7 月 2 日 合同幹事会
7 月 5 日 定例理事会
〃
三役・五大奉仕委員長就任挨拶
会員増強オリエンテーション
7 月 12 日 夜間例会「三役慰労会」
7 月 19 日 休会（海の日振替）
7 月 23 日 仙台ＲＡ例会
7 月 26 日 クラブフォーラム、臨時総会
8 月 7 日（9 日例会振替） ＩＡ年次大会

次回（7 月 5 日）の予定
「三役・五大奉仕委員長就任挨拶」
会 長
鈴木 俊一
副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 和田 達雄
副会長
松良 千廣
職業奉仕委員長
佐藤 博美
社会奉仕委員長
山下 晴輝
国際奉仕委員長
星
毅
青少年奉仕委員長
熊谷 晴樹
幹 事
高橋 玲二

出席率 会員数４０名
６月 ７日 ６９．２３％
６月１４日 ６５．００％
６月２１日 ６５．００％

会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員

先週のビジター（６月２１日） （敬称略）
ガバナー補佐 秋元俊通
仙台青葉ＲＣ 秋葉俊郎
〃
芳賀英樹

司法書士茂木宏友事務所 代表 茂木宏友
（６月２７日現在）

お誕生日おめでとうございます
６月２９日
佐々木真美 会員

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
今年度累計額

先週のゲスト（６月２１日） （敬称略）
名鉄観光サービス㈱仙台支店 営業主任 駒板慧祐

２９，０００円
９３４，４３０円

結婚記念日おめでとうございます
なし

６
６月
月ロ
ロー
ータ
タリ
リー
ーレ
レー
ート
ト

１＄=￥１１０

仙台国際ホテル 総支配人 堀川順弘

６月

「ロータリー親睦活動月間」

先週の例会報告
国際ロータリー第 2520 地区 ローターアクト地区大会活動報告
名鉄観光サービス㈱仙台支店
駒板慧祐様

営業主任

今回は 5 月 26 日にリアフィーユにて行われました
第 2520 地区、地区大会ならびに 2520 地区の各ク
ラブの一押し行事のご報告を行いました。ロータ
ーアクトの活動を知っていただける貴重な機会と
なりました。
今回は多くの行事が重なっており参加者の方は少
なかったのですが、皆様のご協力もございまして、
充実した大会となりました。
大会のメインプログラムでは従来、講演者の方を
お招きし、お話を頂戴いたしましておりましたが
今回は地区ターゲットの「NEW」そして大会テー
マの「THINK」に合わせ、全員参加型のゲーム「避
難所運営ゲーム HUG」を行いました。
参加者全員が積極的に意見を交換しながら、普段
考えることの少ない避難所運営に関して協議でき
たと思います。

懇親会では宮城の
名物をはじめ、各ク
ラブ様より頂戴い
たしました地酒を
交えて懇親を深め
ました。仙台ローターアクトクラブ企画のクイズ
大会では 2520 地区の各クラブより 1 問ずつ問題
を出題し、盛り上がりました。
今大会を持ちまして 3 名の方が卒会となり、2520
地区で活動しているクラブは現状 5 クラブとなり
ます。仙台のみならず地区内クラブが人数の減少
に頭を悩ませているところではございますが、
各クラブ精一杯活動していく所存でございます。
今後とも、ロータリー会員の皆様にはアクターの
派遣をはじめ、ご指導ご鞭撻の程、何卒、宜しく
お願い申し上げます。

メインプログラム終了後に同じ会場で行いました

第６回 五十嵐章会長杯ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会 西尾 章会員
（写真 秋濃麗子会員）
開催日：２０１８年６月２３日（土）
場 所：仙台カントリー倶楽部 名取コース
参加者：７名（他ゲスト１名）
梅雨の中休み晴天の土曜日にゲスト 1 人交えて久しぶ
りにメンバー方々と楽しいいひと時を過ごしました。
同組にビギナ－の秋濃さんがおられて、少しスイング
のお手伝いをしながらラウンドしたのですが、結果自
分のショットもよくなって優勝することができました。
スコアは二の次！楽しくラウンドできる事が一番！
良き仲間ラウンドして、夜は納会もありとっても楽し
い一日でした。
来年度のコンペを楽しみにしております。
優 勝
準優勝
３ 位

西尾章会員
五十嵐章会員
高橋玲二会員

でした。

本 日 の M E N U：和食
◇雑穀飯

◇香の物

◇自家製豆腐のねばとろサラダ

◇仙台麩となめこの味噌汁
◇煮物

◇玉蜀黍真薯磯辺揚げ

◇鮪山掛け
◇パイン・オレンジ

2017-2018 年度 三役・五大奉仕委員長退任挨拶
会長 五十嵐 章会員
長いと感じて過ごしまし
た会長の任期も、今回でや
っと最終例会を迎えました。
自分ながら良く耐えられた
五十嵐産婦人科医院
と思っている次第です。
院長
然しながら、産婦人科の開
（産婦人科）
業医でありますので、お客
様（患者さん）はゲイの方も数人来られますが、殆
ど女性です。また、婦人科の医師は若手の女性医師
が増えております。当院の従業員は医師を除けば、
全員女性です。家に帰れば、女房と娘なのでここも
女性主導です。将来の産婦人科医院は女性医師で占
められると確信致します。男が生きにくい職種と成
って参りました。その様な中、ロータリー例会への
出席は私と同じ中高年の男性が多い事、知らない分
野の話が聞けて救いになっておりました。反面、形
式的で堅苦しい会でもあり、積極的には参加したく
ない時もありましたが、老後の友人を創るには絶好
の会と考えておりました。それは会長の指名を頂く
迄の事でありました。会長に成ってからは、毎月１

回１１時の理事会に出席する為、１０時に仕事を止
めなければならず、代診医師を雇いました。結果と
して、他の日も働いて貰っておりますので、老体に
は光明でした。
例会の挨拶では、６月まで毎回星会長の挨拶を拝
聴していたにも拘らず、纏まりのない挨拶しか出来
ない自分に落胆しておりました。しかし、年明け頃
から何となく皆様の表情も見て取れるように成っ
て参りました。退会者が多く会場には出席者が少な
かった為、皆様の顔を良く見渡せた事も一因でしょ
う。
私の商売は手先を使う仕事なので、動かせなくな
ったら即終了、閉院です。最近、怪我や病気で悩ま
されております。助産師の妻からは「そうなる前に
辞めて下さい」と言われ続けております。この様な
状況の中、私に執りましては「会長」と言う二度と
ない貴重な経験をさせて頂きました事に、感謝申し
上げます。また、「岩松幹事」あっての事でしたの
で、幹事に重ねて御礼申し上げます。

副会長（次期会長）
・クラブ奉仕委員長 鈴木俊一会員
今期の初め活動予定を考
えました。『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、
(有)FP ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
企業組織に例えてみると、
代表取締役
（生命保険）
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
ブにおいても同じような役割を果たしたい。』以上
の観点から、各分野の小委員会の活動を報告します。
『会員増強員会』 会員の様々な人脈から、入会
候補者を絞り込み、増強活動を行いました。有力な
候補者数名が、来期早々に入会希望の予定となって
おります。
『ロータリー情報委員会』 会報の充実に、ご尽力
いただきました。
『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り、移動例会の企画進行等、参
加会員同士が、より親交を深める機会をご提供いた
だきました。
『プログラム、出席委員会』 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、より有意義な例会の
運営のエネルギーと成り得た
と確信しております。
『SAA 委員会』 楽しく興味深
い例会であるべきですが、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。今年度の SAA 当番の
皆様、お疲れ様でございました。
『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
をお願いしております。年度末まで会員の皆様のス
マイル表現が楽しみでした。

職業奉仕委員長 半澤修司会員

㈱泉自動車学校
代表取締役
（教育-自動車学校

① 第 1 回職場訪問（平成
30 年 3 月 1 日） 松島
基地見学
航空自衛隊の日々の仕事や
実際の航空機の見学を通じ
て、国防の重要性を再認識
しました。

第 2 回職場訪問（平成 30 年 5 月 24 日）NHK
仙台放送局
スタジオや社員のオフィス見学、東日本大震災
当時の映像や震災ＶＲ動画を見ることにより、
震災における報道の重要性を学びました。
② 松島基地見学後、石井副委員長経営の「欧風お
かず酒場 ichinoi」にて懇親会を実施致しました。

社会奉仕委員長 佐藤博美会員

東通インテグレート㈱
代表取締役社長
（電子機器販売）

1. ガールズエイト U-12
サッカー大会を開催

撮影⇒新日本工営㈱宮澤様、飲料⇒アサヒ飲料様

2017 年 12 月 17 日（日）
仙台南ロータリークラブ杯
第 5 回目ガールズエイト
U-12 サッカー大会

初の 12 月開催という事で、大変寒い中ではありま
したが、特に、芋煮ケータリングは選手の皆さん全
員に大変好評でした。
また、例年通り、常盤木学園の選手と、小学生女
子の親善試合も開催され、仙台南ロータリークラブ
主催ならではの、豪華で華やかな大会となりました。

後援：一般社団法人宮城県
サッカー協会 女子委員会、

株式会社河北新報、
株式会社ベガルタ仙台
協賛：株式会社ミカサ、大塚製薬株式会社、森永乳
業株式会社
参加者：五十嵐会長以下 18 名、U-12 女子 6 チーム
渋谷コーチほか 3 名、常盤木学園サッカー部員 8 名
（運営手伝い）
ご協力：PA セット⇒㈱システムズ 高橋様、写真

尚、開催に当たり多くの会員の皆様方の御参加、御
支援をいただき、誠にありがとうございました。
2. 宮城県視覚支援学校への奨学金支援
2017 年 8 月 31 日（木）
、2018 年 1 月 11 日（木）
に奨学金を支援いたしました。
尚、宮城県立視覚支援学校長 遠藤吉夫様よりお礼
のお手紙をいただきました。

国際奉仕委員長 高木信三会員

米山と財団については、
坂本さんと菊地さんにご尽

力頂きました。会員の皆様のご協力に感謝申し
上げます。

(有)酒のマリオ
代表取締役
（マンション経営）

青少年奉仕委員長 山家雪雄会員

㈱杜リゾート
代表取締役
（不動産管理）
）

青少年交換委員会インタ
ーアクト及びローターアク
トを中心として様々な活動
に取り組んで来ました。
当クラブは国際ロータリ
ークラブ第２５２０地内で
唯一「ＩＡＣ」
・
「ＲＡＣ」の

二つのクラブを提唱し、さらに青少年交換プログラ
ムを実践して来ております。
今後とも会員のご協力、ご指導を頂戴しながらな
んとかたどりつくことができました。特に、青少年
交換委員長の山下さん大変ご苦労様でした。
一年間大変お世話様でした。

幹事 岩松正記会員

㈱経営ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝｻｰﾋﾞｽ
代表取締役・税理士
（税理士）

長かったようで短かった１
年間、と言うと大変ありき
たりですが、あっという間
の１年間でした。本業の業
界の役職と同時並行だった
だけに思ったように行動で
きず、当初描いていたこと

の半分もできなかったように思えます。心残りは
多々ありますが、今後は元幹事という立場でクラブ
にプラスになることを考え、行動していく所存です。
五十嵐会長には１年間自由にやらせていただき感
謝しかありません。退会せずにお付き合いくださっ
た皆様方には心より感謝御礼申し上げます。改めて
今後とも宜しくお願いいたします。

第 7 分区広瀬ゾーン ガバナー補佐 秋元 俊通様：皆様のご協力とご支援によりガバナー補佐の大任
をまっとうできそうです。ありがとうございました。
仙台青葉ＲＣ 秋葉 俊郎様：久々のメーキャップです。宜しくお願い申し上げます。３．１１大震
災後の南クラブさんとの合同での女川御前浜の養殖設備のマッチンググラントでは、大変お世話にな
りありがとうございました。
仙台青葉ＲＣ 芳賀 英樹様：いつもお世話になっています。今後ともよろしくお願いします。
早坂
薫会員：由縁あって、退会することをお許し下さい。平成 8 年の入会ですので、22 年間お世
話になり、その間、三役・五大奉仕を努めさせてもらいました。又、素晴しい方々と知り合え、最大
の財産であり想いで多きクラブ・ライフに感謝・感激・感佩です。仙台南 RC の益々の弥栄を祈り、
御礼のニコニコです。平成 30 年 6 月 21 日
加藤 秀次会員：誕生祝ありがとうございます。ロータリーだけ祝ってくれます。
星
毅会員：茂木さん、小松さんより入会申込書が届きました。ニコニコです。
岩松 正記会員：①茂木さん、入会予定ありがとうございます。感謝＆大歓迎！！②8 日、15 日と東
北福祉大で講義させていただきました。来週 25 日は宮城学院女子大で講義します。税に対する理解を
広めてまいります。③ニコニコ予算達成できなそうなのでもう一件。明日税理士会の総会があるので
すが、役員はネクタイ着用が義務付けられています。でも国税局長他国税側の来賓はクールビズなの
ですよね。つらいです。
五十嵐 章会員：やっと最後のコーナーを回ってゴールが見えて来ましたので、転ばないよう頑張り
ます。梅雨の間の晴れ間のようでニコニコです。

