
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI会長      バリー・ラシン 

D.2520 ガバナー    田中 堯史 

仙台南ＲＣ会長    鈴木 俊一 

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  鈴木 俊一 
副 会 長  和田 達雄、松良 千廣 
幹 事  高橋 玲二 
プログラム  佐々木利晃 日置 道隆 西尾  章 
情報委員会   山下 晴輝 

本日の予定 
 

「三役・五大奉仕委員長就任挨拶」 

会 長         鈴木 俊一 会員 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 和田 達雄 会員 

副会長         松良 千廣 会員 

職業奉仕委員長     佐藤 博美 会員 

社会奉仕委員長     山下 晴輝 会員 

国際奉仕委員長     星   毅 会員 

青少年奉仕委員長    熊谷 晴樹 会員 

幹 事         高橋 玲二 会員 

 

次回（7月 12日）の予定 
 

夜間例会「三役慰労会」 

 

※７月１９日の例会は休会です。 

（７月１６日海の日振替のため） 

予 定 

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 27日 クラブフォーラム、臨時総会 

 8月 2日 定例理事会 

 8月 6日 合同幹事会 

 8月 7日（9日例会振替） インターアクト年次大会 

 

出席率 会員数３５名    

６月１４日 ７０．００％ 

６月２１日 ６０．００％ 

６月２８日 ７０．００％（７月４日現在） 

 

週 報 

 

２０１８－２０１９年度 (№.１）第２９５６回 例会（平成３０年７月５日） 

先週のゲスト（６月２８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＄＄==￥￥１１１１００   

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   １５４，７５７円 

昨年度累計額 １，０８９，１８７円 
 

 

 

本  日  の  M E N U：洋食 
 

○もぎたて玉蜀黍とコンソメジュレのハーモニー 

○鶏肉のソテーに南仏の煮込み野菜添えバジル風味 

新玉ねぎのコンフィ入りヴァージンオリーブオイルソース 

○デザート  ○コーヒー  ○ホテルメイドパン 

先週のビジター（６月２８日） （敬称略） 

司法書士茂木宏友事務所 茂木宏友 

（有）小松建設 小松 優 
 

 

 



  

 

 

 
(有)FP ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

代表取締役 

（生命保険） 

 
 

  

 

 

 
㈲和田商 

代表取締役 

（美容業） 

） 

 

 

 

 
会長 鈴木俊一会員  
 

 

２０１８－２０１９年度 

『インスピレーションにな

ろう』 

 

国際ロータリーのラシン

会長は 2018-19 年度のテー

マとして『インスピレーシ

ョンになろう』クラブや地

域社会の可能性を示して、意欲を引き出しましょう。

とおっしゃっております。次世代のために持続可能

な活動を行う。また組織づくりが必要だ、奉仕活動

を通じてより良い世界を築きたいと願うなら、まず

は会員を大切にしなければなりません。ともおっし

ゃっております。 

 仙台南ロータリークラブは１９５７年に創立し

て、今年で６２年目を迎えます。その長い活動期間

のなか、先輩メンバーの方々は様々な分野で、奉仕

活動を継続してまいりました。今年度も会員の組織

づくりを通して、それらの受け継いだ事業を積極的

に継続する方針です。 

 委員会所属の皆様へは、今年も基本的な活動を以

下の通り予定致しましたが、より仙台南ロータリー

クラブにふさわしい奉仕活動となるように、ブラッ

シュアップしていただきたく思います。 

 社会奉仕としては、津波で流された海岸線に沿っ

て造成されました『千年希望の丘』での植樹祭へ前

年通りの参加、県立視覚支援学校へ奨学金支援、7

年目を迎えた小学生女子のための『U-12 女子サッ

カー大会』開催運営、等をお願い致します。 

 国際奉仕としては、長期・短期の留学生のお世話、

米山奨学生制度やロータリー財団への奉仕をお願

い致します。 

 青少年奉仕としては、『仙台ローターアクトクラ

ブ』のクラブ行事と地区行事参加を支援指導し、東

北のローターアクトの『鍋フェスティバル』でのお

手伝いをお願い致します。『常盤木学園インターア

クトクラブ』の地区大会主管が予定されております

ので、運営の支援をお願い致します。 

職業奉仕としては、自らの仕事を通して社会へ貢

献するだけではなく、様々な業界の職場を訪問して、

業務に携わる方々の現場を直接知るために、職場訪

問をお願い致します。 

クラブ奉仕は、組織づくり全体をお願い致します。

また、例会のプログラムとして、各界の著名なゲス

トをお迎えした卓話や、企画をお願い致します。 

昨年は会員親睦のため、音楽の演奏会・観桜会・桟

敷席からの花火見物・観月会・松島湾クルーズなど

工夫を凝らしたレクリエーションや移動例会を開

催しました。今年の企画が楽しみです。 

 当クラブは、30 代から 80 代まで幅広い世代のメ

ンバーが在籍しており、パストガバナーやクラブ経

験の長い方もいらっしゃいますが、皆様がクラブ運

営に対して柔軟に対応いただいております。新しく

入られた方々の意見も真剣に受け止めて前進して

まいる所存です。  

奉仕の精神の継続は勿論ですが、『ためになる』

社会のためになる活動、誰かのためになる活動、当

然ビジネスのためにもなる、しかも『楽しい』その

ようなクラブ運営でありたいと考えます。 

 

 
 
副会長（次期会長）・クラブ奉仕委員長 和田達雄会員  
 

 

 もう次期会長クラブ奉仕

委員長の挨拶文を書くなん

て。思った以上に時がたつの

は早いものです。段取り８割

と言いますが、直前にならな

いと動かない自分自身を今

さらながら戒め、しっかりと

準備ができる修練の年にし

たいと思っております。もちろん第一にやらなけれ

ばならない事として、鈴木丸を全力で支えるつもり

であります。そしてクラブメンバーが楽しんでもら

えるようクラブ奉仕の各委員会に参加し、少しでも

お手伝いできればと考えております。もちろん自分

も最高に楽しみたいと思っております。今年一年、

仙台南ロータリークラブにお役立てできる和田を

全うするつもりでおりますので、宜しくお願い申し

上げます。 

 

 
 
 
 
 
 

2018-2019 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） 
 

  

 

 

 
年金の窓口㈱ 

代表取締役 

（損害保険） 

  

 

 

 
㈱星栄 

代表取締役 

（不動産-店舗リース） 

 

 
 
職業奉仕委員長 佐藤博美会員 
 

    

この度、職業奉仕委員会

の委員長を担うこととなり

ましたので、ご挨拶申し上

げます。 

職業奉仕委員会は、ロータ

リー活動の基盤となる個々

の会員企業の皆様が発展し、 

社会により多くの貢献が出

来ますよう、お手伝いできることを目的として、以

下の活動を行って参りたいと考えております。 

 

ロータリー活動の目的の第２項にあるとおり、 

「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」 

とあります。 

 

従って、本年度における職業奉仕委員会の活動に

ついては、 

活動計画① 職場訪問を年 2 回程度実施する。 

活動計画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を聞ける場所を設

け、業界にとらわれない視点や発想で世代を超えた

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。 

 

以上の計画を基本として実施して参る所存でござ

います。 

皆様のご支援、ご協力の程宜しくお願い申し上げま

す。 

 
 
社会奉仕委員長 山下晴輝会員   

 

 

社会奉仕委員長の任命を

受け、「ロータリー百科事

典」に掲載された【社会奉

仕】について調べました。

その内容は以下の通りで

ございます。 

 

社会奉仕は、ロータリアンひとりひとりが「超我の

奉仕」を実践する機会である。地域に住む人々の生

活の質を高め、公共のために奉仕することは、すべ

てのロータリアン個人にとっても、またロータリ

ー・クラブにとっても献身に値することであり、社

会的責務でもある。 

現在、仙台南ロータリークラブとしての社会奉仕活

動は主に２つでございます。 

・宮城県視覚支援学校へ奨学金の支援 

・ガールズエイトＵ－１２サッカー大会の運営 

これらをロータリーの指針と照らし合わせ、例年の

単なるクラブとしての活動で終わらせないように、

ロータリアン個人にとっても献身に値し、社会的責

務を果たした実感が得られるように、クラブ会員全

員が関われるような知恵と工夫を行って参りたい

と思います。 

 

 

 

 
国際奉仕委員長 星 毅会員   
 

 

 本年度、国際奉仕委員長

を仰せつかりました星毅で

す。 

ロータリー財団と米山奨学

会の二つの委員会を担当い

たします。 

2 委員会とも優れた委員長

がお努めですので、任せき

りになると思います。 

それでも何か国際奉仕委員会として活動をしなけ

ればなりませんので、手続要覧で推奨されている

「他国の人々を助けることを目的としたクラブの

あらゆる活動やプロジェクトに協力することを通

じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、

そしていろいろな問題に対する認識を培うことの

よって、国際理解、親善、平和を推進するために会

員が行う活動からなるものである。」指針に則り、

国際親善を図りながら国際理解を深めていきたい

と考える。 

 

 

 



  

 

 

 
創文印刷出版（株） 

代表取締役 

（写真-印刷） 

 

 

青少年奉仕委員長 熊谷晴樹会員   
 

 

五大奉仕の一つとして

青少年奉仕があり、そのプ

ログラムであるインター

アクトクラブ（ＩＡＣ）と

ローターアクトクラブ（Ｒ

ＡＣ）の二つのクラブを提

唱している仙台南ロータリークラブは国際ロータ

リー第 2520 地区内でも数少ないクラブです。 

 今年度も「インターアクト委員会」「ローターア

クト委員会」「青少年交換委員会」と連携して活動

してまいりたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 
 

 
 
 
幹事 高橋玲二会員   

 

 鈴木俊一会長の基本方針

に従い、各委員会と連携を

取り親睦活動・対外活動の

内容の充実を図りたいと考

えています。その中でも特

に会員相互の親睦に重点をおいて今期は活動して

ゆきたいと思っております。それと、会員拡大につ

いては会員増強委員会とともに活動し会員の増強

を図りたいと考えています。これからの 1 年間頑張

ってまいりますのでご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株）高橋会計ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾂ 
代表取締役・税理士 

（税理士） 
 

国際ロータリー第 2590 地区： 

星  毅会員：五十嵐年度最後の例会です。会長、岩松幹事、一年間御苦労様でした。 

鈴木 俊一会員：①五十嵐会長、岩松幹事、おつかれ様でした。②先週のゴルフ同好会打ち上げおめで

とうございます。当クラブのゴルフ人口の増加をご祈念申し上げます。 

生田 弘明会員：今年度も本日で終り。五十嵐会長始め理事の皆様ご苦労様でした。 

和田 達雄会員：五十嵐会長、岩松幹事！一年間ありがとうございました💕今年度もニコニコなロータ

リーライフを過ごさせて頂きました。感謝感謝です。 

宮澤 雅隆会員：五十嵐会長はじめ三役五大奉仕委員長の皆様御苦労様でした。ありがとうございまし

た。 

岩松 正記会員：①国際ロータリー第 2590 地区（横浜市、川崎市）より、植樹に使って欲しいという

ことで 119,757 円ご寄付をいただきました。次年度よろしくお願いいたします。②大阪北部地震（仮）

の募金は今週も行います。よろしくお願いします。③一年間ご協力いただきありがとうございました。

来月の三役慰労会は日税連会議のため出席できません。別途慰労して下さい（笑） 

熊谷 晴樹会員：五十嵐会長、岩松幹事、一年間ありがとうございました。 

五十嵐 章会員：梅雨の時期ですが、私の心は快晴です。一年間ありがとうございました。 

高橋 玲二会員：五十嵐会長はじめ役員の皆様お疲れさまでした。 

秋濃 麗子会員：五十嵐会長、岩松幹事、役員の皆様、1 年間ごくろう様でした。楽しく 1 年間活動す

ることが出来ました。ありがとうございました。 

日置 道隆会員：なんとか 1 年過ごせました。来年度もよろしくお願い致します。 

佐々木利晃会員：五十嵐会長、岩松幹事、一年間お疲れ様でした。おかげ様で楽しいクラブライフでし

た。ありがとうございました。そして、ご入会の小松様、茂木様、ようこそ南ロータリークラブへ！ 

 

 

退 会 報 告（6 月 30 日） 
 

田中光彦会員 早坂薫会員 阿部孝治会員  皆川和輝会員  佐々木真美会員 


