
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI 会長      マーク・ダニエル・マローニー 

D.2520 ガバナー 鈴木  賢 

仙台南ＲＣ会長 和田 達雄 

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  和田 達雄 
副 会 長  山家 雪雄、松良 千廣 
幹 事  半澤 修司 
プログラム  佐々木利晃 山下 晴輝 早坂 慎一 
情報委員会    

本日の予定 
 

「三役・五大奉仕委員長退任挨拶」 

会 長         和田 達雄 会員 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 山家 雪雄 会員 

副会長         松良 千廣 会員 

職業奉仕委員長     武田 文孝 会員 

社会奉仕委員長     小松  優 会員 

国際奉仕委員長     五十嵐 章 会員 

青少年奉仕委員長    佐藤 博美 会員 

幹 事         半澤 修司 会員 
 

次週（7月 2日）の予定  
 

「三役・五大奉仕委員長就任挨拶」 

会 長         山家 雪雄 会員 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 岩松 正記 会員 

副会長         高木 信三 会員 

職業奉仕委員長     菊地 宏幸 会員 

社会奉仕委員長     熊谷 一也 会員 

国際奉仕委員長     加藤 秀次 会員 

青少年奉仕委員長    武田 文孝 会員 

幹 事         大江 広満 会員 
 

 
 

予 定 

7月 2日 定例理事会 

三役・五大奉仕委員長就任挨拶  

 7月 6日 合同幹事会 

 7月 9日 例会後 臨時総会 

 7月 16日 夜間例会「三役慰労会」 

 7月 23日 休会（祝日「海の日」） 

２０１９－２０２０年度 (№.３２）第３０２９回 例会（令和２年６月２５日） 

前回のゲスト（６月１８日） （敬称略） 

生田 弘明 
 

 

 

週 報 

 

出席率 会員数４３名    

６月 ４日 ７６．７４％ 

６月１１日 ６５．１２％ 

６月１８日 ７０．４５％ （６月２４日現在） 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額  ２７，０００円 

今年度累計額 ５８２，３３０円 
 

 

 

６６６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＄＄==￥￥１１００８８円円   

 

６月 「ロータリー親睦活動月間」 

本  日  の  M E N U ：仙台なだ万≪松花堂弁当≫ 
 

◇揚物 蟹真丈薩摩 

  鰯磯辺揚げ 甘海老唐揚げ 鯛衣揚げ 青唐 

◇煮物 鰯つみれ 

里芋 青紅葉麩 冬瓜 椎茸艶煮 菜花 人参 

◇口取り 鰈柚庵焼き 

  厚焼き玉子 酢取り茗荷 大学芋 粟麩田楽 

 山葵枝豆 マンゴーチーズムース 

◇食事 五目炊き込みご飯 

  刻み芝漬け 

◇汁 味噌汁 

青さ海苔 巻麩 寸葱 

前回のビジター（６月１８日） （敬称略） 

㈱萩野工務店 代表取締役社長 及川周一 
 

 

 

お誕生日・ご結婚記念日おめでとうございます 
 なし 



 

 

 
 

 「夜間例会」  
 

日  時：２０２０年６月１８日（木）１８:００～ 

場  所：仙台国際ホテル２階 平成の間 

参加会員：３０名

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の例会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木俊一会員 
 

日 時 2020年 6月 20日(土) 14：00～16：00 

場 所 いわて県民情報交流センター(アイーナ) 501B 

出席者 次年度・ガバナー/青少年奉仕委員長/RAC・RYLA委員長/IAC委員長 

    仙台南ＲＣ和田達夫委員/鈴木俊一（合計 15名） 

議 題 次期青少年奉仕委員会の活動計画、その他 
 

〇RAC のメンバー減少、活動中止のクラブあり、

地区としての対策？ 

 RYLA への対象年齢の方々へ広報して参加を促

す 等。 

〇IAC の大会をどのようにするか？ 

 ネット対応で課題への報告・発表・11月に表彰。

施策を考え中止とはしない。 

 次年度は仙台東 RC 提唱/仙台育英 IAC、次々年

度は大船渡西 RC 提唱 IAC が開催。 

＊会議施設の休館等のため盛岡での開催となった。

会場からの要望もあり、案内は約 20 名であるが、

3 密を防ぐため広め(45 名対応)の会場を予約。通

気のためドア開放、マスク着用、受付で検温・体

温記録、消毒液も対応。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名誉会員 生田 弘明様：先月 5 月の結婚お祝いありがとうございました。又、本日の夜間例会にお誘いを

頂き久し振りに皆様にお会いする事もたのしみです。後筆乍ら和田年度もコロナを始めご苦労様でした。い

ろいろあった一年だと思います。 

松良 千廣会員：愛知県木村知事のリコール成立を祈ります。 

星   毅会員：この様な懇親会大賛成です。 

鈴木 俊一会員：６/２０が私の結婚記念日でした。先週の例会で名前を呼ばれ、本日妻に確認致しました。

ロータリークラブのおかげで自分のイベントに気付きました。ニコニコです。 

和田 達雄会員：今期最後の夜間例会です。ラス前です。久しぶりに皆さんニコニコして下さい。 

堀川 順弘会員：本日の夜間例会有難うございます。皆様に感謝感謝！（ニコニコ） 

熊谷 一也会員：初孫が生まれました。コロナの影響で私はバイ菌扱いですがニコニコです。 

早坂 慎一会員：先週は結婚記念日のお祝いありがとうございました。年月を重ねるほど妻の偉大さを感じ

ます。 

木坂 尚文会員：久しぶりの夜間例会、楽しみにしております。よろしくお願いします。 

 

 

地区委員会報告書 
国際ロータリー第 2520 地区 次年度青少年奉仕委員会 

 



  

 

 

 
㈱和田商 

代表取締役 

（美容業） 

 
 

  

 

 

 
㈱杜リゾート 

代表取締役 

（不動産管理） 

） 

  

 

 

 

 
㈱橋本店 

専務取締役営業本部長 

（（総合）建設業） 
 

  

 

 

 
(学)常盤木学園 

理事長・校長 

（教育-高校） 

） 

 

 
会長 和田達雄会員  

 

一言でいうと激動の一年

であったと思います。台風

１９号による水害、世界的

なパンデミック。新型コロ

ナウイルスにより約３カ月

間ロータリー活動を休止せ

ざる終えませんでした。予

定していた例会や家族会、

台湾南山ロータリークラブとの交流、千年希望の丘

植樹祭への参加など、行事を中止せざる終えなかっ

た事は本当に残念でした。しかし、７月の３０００

回記念例会に始まり、一年間多くの会員の皆様にロ

ータリー活動に参加して頂き、最後まで運営できた

ことは、取りも直さず皆様のご協力のおかげと深く

感謝いたしております。 

今年は「つなぐ」をテーマに活動してまいりまし

た。一つ一つの事業を通し会員其々が絆を深めるこ

とができたと確信しております。また、年間を通し

新入会員からロータリー歴の長い方まで自由な雰

囲気の中、風通しの良い、フラットな位置感で楽し

く活動できたのではないかと思っております。貢献

と楽しさにこだわって運営してまいりました。メン

バーに恵まれ、会員の皆様の人間性のすばらしさも

相まって、途中中断はありましたが、全員が主役の

最幸の一年であったと思います。本当にありがとう

ございました。最後に突然の無茶ぶりにもいつも二

つ返事で答えてくれた半澤幹事、支えてくださいま

した理事、会員の皆様本当にありがとうございまし

た。 

 
 
副会長（次期会長）・クラブ奉仕委員長 山家雪雄会員  
 

 １．副会長は会長の補佐の

役割です。会長の方針に沿っ

て会員メンバーの力をお借

りして目標達成を支えるこ

とで会の運営が円滑に進め

られました。 

しかし、会長はしっかりと

クラブをまとめ運営を遂行

されたので副会長としての出る幕はありません

でした。 

２．対外的な活動としては、「姉妹クラブでもある

藤沢ＲＣとの交歓会」や「友好クラブとしての広

島東南ＲＣ６０周年記念大会」への出席し交流を

しました。星会員増強委員長始め、親睦、S・BOX、

茂木委員長、プログラム・情報、佐々木委員長の

皆さんのご活躍に対し、紙面をお借りして感謝申

し上げます。 

 

 
副会長 松良千廣会員  
 

 クラブ副会長としては特

段の仕事もせずに年度末を

迎えています。後半は何しろ

コロナであらゆる催しが中

止になってしまいました。留

学やインターハイの中止は

若者の人生にも大きな影響

を与えてしまうでしょう。進

学先も就職先も変わってしまう可能性が大である。

私が訴えてきた「文武両道」を実践して来た者は何

とか救われるが「文武分業」していた者やそれを奨

励して来た学校では、目標実現出来ないケースが 

多くなるだろうと予想されます。地区の青少年交 

換プログラムも殆どが中止に追い込まれています。

私はたまたま、５０年前の学生運動で東京大学の入

試が無かった年に大学受験だったので、東北大も難

しくなり、予想外の同級生が不合格になってしまい

ました。それでもきちんと人生は築いています。若

者たちも頑張って欲しいと願っています。 

 

 

 

職業奉仕委員長 武田文孝会員 
 
第一回 

2019 年１１月７日木曜日

14：00～15：00 

光化学イノベーションセン

ター様 

『次世代放射光施設建設予

定地』を訪問しました。 

一体何の施設なのか理解で

きました。 

完成後地域活性化の一役を担って欲しい施設です。 

 

第二回 

2020 年５月１４日を予定しておりましたが、コロ

ナウイルスの影響により開催することが叶いませ

んでした。 

残念です。 

2019-2020 年度 三役・五大奉仕委員長退任挨拶 

 



  

 

 

 
 

㈱小松建設 

代表取締役 

（建築業-土木建築） 

  

 

 

 
五十嵐産婦人科医院 

院長 

（産婦人科） 
 

 
 
社会奉仕委員長 小松 優会員   

 

１、 宮城県立視覚支援学

校への奨学金支援 

前期分７月１１日・後期

分１月３０日に奨学金の

支援を行いました。 

宮城県立視覚支援学校

長 石墨 安洋様よりお

礼状を又、専攻科理療科３

年生の二人より「国家資格

取得目指して頑張ります。」普通科３年の

方からは、「慶応義塾大学総合政策学部に

合格できました。」と、お礼のお手紙をい

ただきました。 

 

２、 ガールズエイトＵ－１２サッカー大会の運営 

令和元年１２月１５日（日）、松島フッ

トボールセンターにて「第７回ガールズエ

イトＵ－１２サッカー大会」を開催いたし

ました。 

１２月開催、その他諸事情で参加チーム

は昨年より減り７チームの参加となりま

したが、ご協力をいただいた常盤木学園瀬

戸先生、サッカー部員様、瀬戸先生所属の

ママさんチーム２名・審判２名、後援、協

賛企業様・参加していただいたロータリー

メンバーに感謝いたします。本当にありが

とうございました。 

ロータリーメンバーで芋煮約１５０食分

を用意したことで親睦が深まった気がし

ました。 

 

３、 小学生以下を対象とした新たなイベントの企

画運営 

小学生のバドミントン大会を常盤木学

園の木戸先生と打ち合わせをしていまし

たが、日程調整が付かず、今回は見送るこ

とにしました。 

 

４、その他（台風１９号の支援） 

   丸森ロータリークラブを通して丸森町に消

毒液・噴霧器等約１０万円相当の支援を送りま

した。 

   １１月３０日（土）には、有志 9 名で丸森町

のボランティアに参加しました。 

 

 
国際奉仕委員長 五十嵐章会員   
 

「国際奉仕委員会の活動」

は国際社会ではどのように

受け取られているのでしょ

うか。国際奉仕委員会は国

際相互理解を深めるための

交流活動を促進する為に、

国際青少年交換、米山奨学

会、ロータリー財団、各委

員会と連携を取りながら、次世代の国際社会を担う

青少年の育成の為に貢献して参りました。更に低開

発国においては、結核や麻疹等の流行も蔓延を抑え

るにはワクチンの接種が有効と説きました。その為

にも財団に対しての寄付を会員の皆様に呼びかけ、

財団からは「ポリオプラス」の一環として低開発国

への援助を期待致しました。 しかし、この様な活

動を継続しようとしていた矢先、報道でご承知のよ

うに中国で「収拾不能な肺炎が広がりをみせてい

る」と言うものでありました。 

2 月初旬、プログラム委員長の佐々木会員より「今

回の新型コロナウイルスについて卓話を頂けない

か」との答申を受けました。私は感染症の専門家で

はありませんが、例会は流れてしまいましたが、卓

話の為に集めた資料が有りますので、既に報道でご

存じの事が多いとは思いますが、今後注意した方が

良いと思われます事の一部を述べさせて頂きます。 

この病原体は「コロナウイルスの 1 つ」で、これま

でに人に感染するコロナウイルスは 7種類見つかっ

ております。今回見つかったウイルスが所謂「新型

コロナウイルス（SARS-CoV2）」です。このうち、

4 種類は一般の風邪の原因で 25％を占め、多くは軽

症です。 

残りの 2 種類は 2002 年発生の SARS（重症呼吸器

症候群）、2012 年の MERS（中東呼吸器症候群）で

す。コロナウイルスはあらゆる動物に感染しますが、

種類の違う他の動物に感染するのは稀です。また、

70％の消毒用アルコール等で感染力を失う事が知

られています。 

 感染は飛沫感染と接触感染の 2 つですが、有効な治

療法は無く、ワクチンも開発されておりません。致

命率は感染者の 2％程ですが、高齢者や基礎疾患の

ある人は要注意です。玄関先にアルコールを置いて、

家庭内にウイルスを持ち込まない事などが有効で

す。 

 感染対策の第一は手洗いです。外出から帰った後は、

何処かに触る前の手洗いでかなり除菌されます。

2020 年 3 月、全国に緊急事態宣言が出されました。

各人の自粛により３密を避けて、生活する事が求め

られています。 

 この新型コロナウイルスが厄介なことは、インフル

エンザウイルスと違い、ウイルスが肺の中で増殖す

ることです。今迄もウイルス性肺炎は稀で治療困難

な感染症とされてきました。病状が急速に悪化する

のはウイルスが肺の中で増殖し、肺胞が浸出液で浸

され酸素の取り込みが出来なくなる為に起こりま

す。 

ウイルスに感染しても軽症のままで治癒する人が 8



  

 

 

 
東通インテグレート㈱ 

代表取締役社長 

（電子機器販売） 

） 

 

割はおられるでしょう。現時点でみられている通り、

3～4 日で急速に悪化し死亡する方がおられます。こ

の事態を止めるにはウイルスは見えない敵と理解

し、自分が感染して家族や他人に感染させる事が無

いよう、自粛によりウイルスの拡大に歯止めを掛け

る事しかありません。しかし、今迄に起きた感染症

と同じ様に感染者の数値は一時的に抑えられなが

らも、今後も周期的に COVID-19 の流行は継続する

と考えていた方が良いと思われます。 

 

 

青少年奉仕委員長 佐藤博美会員   
 

本年度インターアクト・ロ

ーターアクトの未来の若

者のリーダーシップを要

請する RYLA のプログラ

ムに従って支援をしてき

ました。 
 

8 月 9 日（金）インターア

クト年次大会 

 於：岩手県立県南青少年の家 

 ＊当クラブインターアクト委員会より、 

菊地宏幸会員、常盤木学園高等学校教諭 

1 名、生徒 3 名出席 
 

9 月 7 日（土）アクトの日記念事業（ラグビー体

験） 

 於：釜石陸上競技場 

 ＊当クラブからは参加者無し 
 

10 月 26 日（土） RYLA 研修セミナー 

 於：岩手県立県南青少年の家 

 ＊当クラブからは常盤木学園高等学校生徒 

1 名出席 
 

4 月 25 日（土） ローターアクト地区年次大会 

 於：釜石 PIT ※コロナウィルス感染対策のた 

め中止 
 

（年次大会中止の為、代わりに開催予定されてい

た 6 月 27 日「そうだ、岩手、行こう。」～釜石

地酒、ラグビーを巡る旅～」も同理由で中止） 
 

 
 

 
幹事 半澤修司会員   

 

1 年間活動してきて今思う

ところは、会員の皆様に助

けてもらいながら幹事の役

目をはたせた感謝と、新型

コロナウイルスの感染防止

により、後半は思うような

活動が出来なかった無念さ

があります。 

 

私自身、無力ではありましたが、最近入会した会員

を中心に当クラブの活動を盛り上げて頂き、和田会

長を中心に過去にとらわれない風通しの良いクラ

ブ運営ができたと思っております。 

 

特に印象深いのは、丸森での台風 19 号における被

害に対してのボランティア活動です。 

他クラブが物資や、金銭での援助のみの被災地支援

であったのに対して、当クラブでは被災地に実際に

行き、会員 8 名が現地のボランティア活動に参加し

たことは楽しい思い出となっています。 

被災地支援では、和田会長と一緒に角田ロータリー

クラブの夜間例会に参加した事も、良い思い出です。 

 

3 月からは、新型コロナウイルスによる影響で、例

会やクラブにおける活動をほとんど行う事ができ

ず、会員の皆様と会えない寂しい気持ちと、会員皆

様の会社経営における影響を考えると心配な気持

ちもありましたが、緊急事態宣言が終了し、新しい

生活様式のもと、6 月からロータリークラブの活動

を再開できた事が 1年間の活動の中で一番嬉しい出

来事となりました。 

 

これからしばらくは、新型コロナウイルスの影響を

考えながらのクラブ運営になると思いますが、この

ような状況だからこそ、異業種が集まる当クラブの

情報交換と、互いに助け合う結束力がますます重要

になってくると思いますので、当クラブの 1 会員と

して来期は新しい会長、幹事のもと頑張りたいと思

います。 

 

会員皆様のおかげで幹事の役目を無事終了する事

ができました。 

1 年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱泉自動車学校 
代表取締役 

（教育-自動車学校） 
 


