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本日の予定
「三役・五大奉仕委員長就任挨拶」
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次回（7 月 11 日）の予定
通常例会
（例会後、臨時総会）
※７月１８日の例会は休会です。
（７月１５日海の日振替のため）

出席率 会員数４１名
６月１３日 ６７．５０％
６月２０日 ７８．５７％
６月２７日 ６９．０５％（７月３日現在）
米山記念奨学会寄付
６月２７日

坂本 正憲 会員

例会（令和元年７月４日）

予 定
7月 4日
7 月 11 日
7 月 18 日
7 月 27 日
8月 1日
8月 6日
8月 8日
8 月 15 日
8 月 29 日

新入会員セミナー
臨時総会（例会後）
休会（海の日振替）
夜間例会「三役慰労会」例会三千回記念
定例理事会
クラブアッセンブリー
合同幹事会
ガバナー公式訪問
お盆休会
夜間例会

先週のゲスト（６月２7 日） （敬称略）
なし
先週のビジター（６月２7 日） （敬称略）
RI 第 2520 地区
第 7 分区ガバナー補佐
松坂宏造

お誕生日・ご結婚記念日おめでとうございます
なし

本 日 の M E N U：洋食

前年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
昨年度累計額

４１，０００円
８８４，９４４円

◇ミラノ風ミネストローネ
◇スズキのローストと活帆立貝の軽い網焼きビナグ
レッチソース ポテトのピューレとともに
◇桃のシンフォニー
◇コーヒー
◇パン

先週の例会報告
2018-2019 年度

会長退任挨拶

会長
次期会長・クラブ奉仕委員長
副会長
職業奉仕委員長
社会奉仕委員長
国際奉仕委員長
青少年奉仕委員長
幹事

鈴木俊一会員
和田達雄会員
松良千廣会員
佐藤博美会員
山下晴輝会員
星
毅会員
熊谷晴樹会員
高橋玲二会員

≪三役・五大奉仕委員長の方々には、一年間ありがとうございました。≫

契約書ことはじめ

〜実印と認印の違い、改めて確認してみませんか。〜

ソレイユ総合法律事務所
代表弁護士 木坂尚文会員
認印と実印の違い、契約書の作成部数、押印する方
の権限などといった契約書の外形的なお話を中心
に、契約書の基本的な事項についてお話しさせてい
ただきました。
「この文書は実印でお願いします。」と言われた経
験のある方がほとんどだと思いますが、実印と認印、
各印と丸印の違いなど考えたことのある方はいら
っしゃらないのではないでしょうか。
架空の契約書を題材として、実印とは法的にどのよ
うな意味があるのか、実印と認印とでは法律的にど
のような違いがあるのか、などお話しさせていただ
きました。
また、お会社には、代表取締役、専務、支社長など
いろいろな肩書きがありますが、どのような立場の
かたがどのような権限があるのかについてもお話
させていただきました。
続いて、契約は紙にしなくても法的に有効なのにな
ぜ契約書を作るのかという根本に立ち返って、契約

書作成とチェッ
クの視点をお話
しさせていただ
きました。
ほんの少しでは
ありますが、企業法務に関わる弁護士のお仕事を疑
似体験していただくことで、自社の契約書について
立ち止まって考えていただく機会をご提供いただ
けたのではないかと思っています。
契約書といえば、大切な書類であることは認識しな
がらも、一度ハンコを押してしまえば、金庫やファ
イルにしまったまま、一度も目にしないという方も
多いかと思います。しかし、契約書が問題になるの
は裁判の場面をはじめとしてお会社の命運に関わ
る場面であることが少なくありません。
この機会にぜひ自社の重要な契約書を紐解いてい
ただいてみてはと思います。
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2019-2020 年度 三役・五大奉仕委員長就任挨拶
会長 和田達雄会員
新たな時代の始まり、令
和元年を迎え、私たち仙台
南ロータリークラブも今年
で 63 年目を迎えます。改め
てロータリーの奉仕の理念
㈱和田商
を通じ、社会、会員間、家
代表取締役
族、そして私たち自身に対
（美容業）
しても貢献できるクラブで
あり続けるため、また会員同士楽しめるクラブでい
られるよう、微力ではありますが力を尽くしてまい
りたいと考えております。2019-20 年度国際ロータ
リーのテーマ 「ロータリーは世界をつなぐ」にの
っとり、今年度は「つなぐ」をテーマに一年間活動
してまいりたいと考えております。
会員をつなぐ
会員増強新入会員 50 名を目標 松良酒場の継続
友人家族同伴例会・夜間例会や家族会の開催

社会をつなぐ
新たな社会奉仕活動の模索 RA・IA との交流の
拡大
会員自身をつなぐ
海外のロータリークラブへの訪問 職場訪問
の充実
会員の其々がとにかく楽しくロータリー活動が
でき、社会からも会員からも必要とされ、お役に立
つことができるロータリーの一年になれるよう行
動してゆきたいと考えております。
最後に、仙台南ロータリークラブの一番の良さ。
それは会員間の仲の良さに尽きます。
フラットな会員関係の中でも長幼の序をわきま
えた和気藹々とした雰囲気はとても居心地のいい
クラブだと感じております。ロータリー活動を通し
多くのメンバーがそう共感して頂けるよう会員皆
様のより一層のご協力よろしくお願い致します。

副会長（次期会長）
・クラブ奉仕委員長 山家雪雄会員
光陰矢の如しでしょうか、
次期会長・クラブ奉仕委員長
の挨拶文を書く時を迎えま
した。
ロータリーの素晴らしさは、
㈱杜リゾート
役職によっては概ね３年前
代表取締役
から心の準備をするように
（不動産管理）
との意味を含めかつ、組織の
）
活動が円滑に進む様にとの配慮があるものと受け
止めております。
とは言っても別紙活動計画以外新たなる具体的な

行動計画の準備は未だ形成しておりません。従って
小生が「座右の銘」としております『われ以外みな
わが師』を旨として会員各位の協力の乞うって和田
会長を全力でお支えして参りたく思います。
ただ、当クラブは創立時から「青少年の育成とその
活動が連綿と受け継がれてきている伝統と歴史を
有し、他に誇れるすばらしい仙台南ロータリークラ
ブでもあります。
最後に会員各位の格別のご協力とご理解を頂戴し、
楽しいクラブ活動の一翼を担って参りたいと思料
しております。

職業奉仕委員長 武田文孝会員

この度、職業奉仕委員会委
員長を拝命しましたので、
御挨拶申し上げます。

㈱橋本店
常務取締役営業本部長
（（総合）建設業）

奉仕とは他人のために何か
をすること、他人のニーズを
充たすことを自己の責務と
して行なうこと。ロータリア
ンは日常の職業活動を通し

て、自分の職場の従業員、取引先の人達やその関係者、
ひいては地域社会の人達の模範となり、生きる力の根
源である道徳的能力を向上させることに努めている＝
『職業奉仕』とあります。本年度 2 回（11 月、5 月）
職場訪問を実施し、会員交流の中でそれぞれの職業奉
仕に役立てて頂ける場を設けたいと思っております。
皆様の暖かい御支援宜しくお願い申し上げます。

社会奉仕委員長 小松 優会員

㈱小松建設
代表取締役
（建築業-土木建築）

この度、社会奉仕委員長
に就任致しました小松で
す。
例年当クラブの社会奉仕
活動は主に
① 宮城県視覚支援学校
への奨学金の支援
② ガールズエイトＵ－
１２サッカー大会の
運営

の二つであります。
そして今年度は三番目といたしまして、仙台南ロ
ータリークラブのテーマが「ロータリーは世界をつ
なぐ」を基本に「つなぐ」をテーマに活動していく
ということですので、和田会長の考えを反映した新
たなイベントを企画・運営することで、社会奉仕を
行いながら（会員をつなぐ・社会をつなぐ・会員自
身をつなぐ）の実践の一助となれれば幸いです。
ロータリアンとなり二年目の未熟者です。皆様のご
支援・ご協力の程宜しくお願い致します。

国際奉仕委員長 五十嵐章会員
国際奉仕委員会は国際青
少年交換、米山奨学会、ロ
ータリー財団委員会と連携
を取りながら活動を進めて
参ります。中でもロータリ
五十嵐産婦人科医院
ーらしい活動の一つとして
院長
次世代の国際社会を担う青
（産婦人科）
少年の育成があります。青
少年交換を通じて交流活動を促進する事により、国
際相互理解を深めて行く事は重要な事であります。
同盟国との防衛や関係改善が求められている近隣

諸国の人々と手を繋げる事は、若者の特権でもあり
ます。
米山奨学生の基本姿勢は崇高なものでありま
す。但し、残念な事は恩恵を受けている国や、受け
入れクラブの選択に偏りが見られる事です。
財団の「ポリオプラス」の一環として低開発国の
人々に対し、結核やはしか等の感染を防ぐワクチン
接種を行う為の補助金の拠出をお願いしたいと思
います。
本年度も引き続き会員の皆様の積極的なご協力と
ご支援を賜ります様、お願い致します。

青少年奉仕委員長 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）
）

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
タリーアクトクラブ
（RAC）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」を連携して活動し
てまいります。

和田会長の基本方針のも
とに、活気溢れるクラブに
なるように行動していきた
いと思います。そのために
は、各委員会が行う親睦活

動や対外活動をしっかりとサポートするとともに、
活動を通して会員や会員家族が積極的に参加でき
る様にし、会員相互の交流を促進し、満足度を高め、
更なる会員の拡大を図っていきたいと考えていま
す。

幹事 半澤修司会員

㈱泉自動車学校
代表取締役
（教育-自動車学校）

RI 第 2520 地区第 7 分区ガバナー補佐 松坂宏造様：1 年間お世話になり感謝いたします。ありがとう
ございました。
松良 千廣会員：皆さん、ご苦労様でした。
星
毅会員：鈴木会長、高橋幹事、一年間ありがとうございました。木坂会員の卓話楽しみです。
鈴木 俊一会員：会員の皆々様、この一年間活動していただきまして誠にありがとうございます。ニコ
ニコです。
生田 弘明会員：鈴木丸も無事帰港の様子。スタッフの方々一年間御苦労様でした。
岩松 正記会員：①鈴木会長、高橋幹事、1 年間本当にお疲れ様でした。②私が宮城事務局を手伝って
いる、世界 4 大ミスコンの一つと言われるミス・アースの日本大会が 7 月 22 日に椿山荘で開催されま
す。大会参観は有料ですが、もしご希望の方はお声がけくださいませ。
佐藤 博美会員：会長並びに各理事の皆様、大変ありがとうございました。
石井 岳朗会員：会長、幹事、1 年間お疲れ様でした。
佐々木利晃会員：会長、幹事、一年間お疲れ様でございました！ありがとうございました！
大江 広満会員：鈴木会長、高橋幹事、1 年間ありがとうございました。会員の皆様、1 年間つたない
司会・進行にお付き合い頂きまして、どうもありがとうございました。
堀川 順弘会員：鈴木会長、高橋幹事、一年間お疲れ様でした。
熊谷 一也会員：鈴木会長、高橋幹事、一年間お疲れ様でした。ところで初参加したゴルフコンペで間
違えて優勝してしまいました。想定外の出来事でいまだに思い出しニコニコが止まりません。
小松
優会員：会長、幹事、役員の方々、1 年間ありがとうございました。
早坂 慎一会員：鈴木会長、高橋幹事、一年間おつかれ様でした！！入会してスムーズに溶け込めたの
もお二人始め皆様のおかげです！！
木坂 尚文会員：今日はよろしくお願い致します。年間数十回セミナーをしておりますが、今日は緊張
しています。

退 会 報 告（6 月 30 日）
圖子睦夫会員

