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仙台国際ホテル
毎木曜日 12:30～13:30
〒980-0021
仙台市青葉区中央四丁目 6－1
TEL．223-3652 FAX．223-3662
sendaisr@star.ocn.ne.jp
山家 雪雄
岩松 正記、高木 信三
大江 広満
佐々木利晃 武田 文孝 早坂 慎一

情報委員会

２０２０－２０２１年度 (№１６）第３０４５回

本日の予定
株式会社ワイエヌフジサービス
代表取締役社長 中澤幸夫会員
「地球温暖化とＧＨＰ（ガスヒートポンプ）
について」

次回（11 月 19 日）の予定
夜間例会
「仙台南-白石ロータリー衛星クラブ
チャーターナイト」
※翌週１１月２６日は休会です。
（祝日振替）

出席率 会員数４６名
１０月１５日 ７１．１１％
１０月２９日 ５３．３５％
１１月 ５日 ６０．８７％

予 定
11 月 19 日
11 月 26 日
12 月 3 日
12 月 6 日
12 月 7 日
12 月 17 日
12 月 24 日
12 月 31 日

例会（令和２年１１月１２日）

夜間例会「チャーターナイト」
休会（祝日「勤労感謝の日」振替）
定例理事会
鈴木俊一ガバナーエレクト激励会
合同幹事会
夜間例会「年忘れ家族会」
休会（クラブ定款第 7 条 1-ｄにより）
休会（年末年始休会）

先週のゲスト（１１月５日） （敬称略）
常盤木学園高等学校 教諭 横山ゆかり
常盤木学園高等学校２年 佐々木麻由佳
先週のビジター（１１月５日） （敬称略）
仙台青葉ＲＣ 会長 芳賀英樹
〃
ＩＭ実行委員長 澤田 誠

（１１月１１日現在）

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

３５，０００円
２７５，０００円

仙台南-白石ロータリー衛星クラブ 議長 麻生菜穂美

ロータリー財団寄付認証バナー受賞

お誕生日おめでとうございます
なし

２０１９-２０２０年度
ロータリー財団寄付認証

ご結婚記念日おめでとうございます
１１月２０日
千葉 ミオ 会員
１１月２２日
侯
殿昌 会員
１１月２２日
茂木 宏友 会員

バナーを受賞しました。

（11/19 夜間例会、11/26 休会のため繰上げ紹介）

１１月 「ロータリー財団月間」

１
１１
１月
月ロ
ロー
ータ
タリ
リー
ーレ
レー
ート
ト

１＄=￥１０４

先週の例会報告
≪ＩＡ年次大会代替え行事≫「ロータリーの６つ重点分野の中から、
「水と衛生」について」

常盤木学園高等学校 ２年

佐々木麻由佳さん

水は生きていくためには必要不可欠なものです。
成人の体の約 6 割は水分でできているため、1 日に
1.5 リットル程度は最低でも飲む必要があります。
新生児の場合は、約 8 割と体のほとんどが水分でで
きているため、代謝が高い新生児は、たった 100g
の水が不足でもダメージにつながってしまいます。
世界の人口の半数以上が水道を使えるようにな
ったとはいえ、未だ 6 億 6,300 万人の人々が安心し
て飲める水がなく、その半数近くがサハラ以南のア
フリカ諸国に集中しています。日本ユニセフが提供
している映像から、エチオピアに住む１３歳の少女
の 1 日について見ると、朝早くから約 8 時間炎天下
の砂漠を歩いて水を汲んでいます。教育を受ける時
間もなく、家族のために毎日水汲みをします。どん
なに水が濁っていたとしても彼女たちにはこの濁
っている水しか飲むことができません。不衛生な水
により、多くの子供たちが命を落とします。途上国
の人々のためにどのようなことができるか考えさ
せられました。

私が実際にフィリ
ピンへ行った際、途
上国の現状を目の当
たりにしました。ご
みがそこらへんに投
げられていたり、水
が蛇口からではなくタンクから、一番の衝撃はトイ
レです。下水処理がないため、拭いた紙はゴミ箱へ
入れます。とても臭く、不衛生です。
日本のような先進国は、発展途上国に経済面だけ
ではなく、高度な技術で支援することや、人材育成
に力を入れるべきと思います。発展途上国に住んで
いる住民一人一人に、今自分たちがどんな状況なの
かを知ってもらい、現地に住んでいる方々の育成
に取り組むことで、水や衛生が原因で亡くなる人
を減らすことができると思います。これらの実現に
向け、私は将来途上国と日本のような先進国をつな
げる仕事に就きたいです。

在仙１１ＲＣゴルフ大会報告
開催日時：2020 年１１月１日（日）
開催場所：泉国際ゴルフ倶楽部
当クラブからの参加者：５名
※団体戦４位、個人戦３位

西尾章会員

仙台青葉 RC 芳賀英樹会長、澤田誠ＩＭ実行委員長：本日は来年 2 月 21 日（日）のインターシティミ
ーティングのご案内に参りました。当日の参加をお待ちしております。
仙台南-白石ロータリー衛星クラブ 麻生菜穂美議長：この度は衛星クラブのチャーターナイトをご企画
頂き大変感謝申し上げます。全員でお世話になりますが宜しくお願い申し上げます。
松良 千廣会員：叙勲のご祝意有難うございます。
加藤 秀次会員：結婚祝ありがとうございます。
「病める時も健やかなる時も」実践しています。
星
毅会員：仙台青葉 RC より芳賀会長、澤田ＩＭ実行委員長においで頂きニコニコです。
山家 雪雄会員：仙台青葉 RC 芳賀英樹会長、澤田誠ＩＭ実行委員長、ご苦労様です。常盤木学園高等
学校 2 年 佐々木麻由佳さん、卓話を楽しみにしています。
岩松 正記会員：松良会員、旭日小綬章おめでとうございます。
熊谷 晴樹会員：11 月に入りました。2 ケ月足らずで今年も終わりますね。
大江 広満会員：仙台青葉 RC 会長 芳賀様、ＩＭ実行委員長 澤田様、常盤木学園 横山先生、佐々木麻
由佳さん、ようこそ仙台南 RC 例会にお越し下さいました。たくさんのゲストにニコニコです。
早坂 慎一会員：日曜日のロータリー在仙 11 ロータリークラブのゴルフコンペで 137 ヤードをチップイ
ンイーグルを出しました。ニコニコ。

