
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週 報 

 

RI会長       K.R.ラビンドラン 

D.2520 ガバナー    菅原 裕典 

仙台南ＲＣ会長    板垣  努 

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  板垣  努 
副 会 長  星   毅 高木 信三 
幹 事  山下 晴輝 
ロータリー  佐藤 博美 皆川 和輝 後藤 公伸 
情報委員会   熊谷 晴樹 

本日の予定 
 

五大奉仕委員長就任挨拶 

クラブ奉仕委員長  星   毅 会員 

職業奉仕委員長   佐藤 三生 会員 

 社会奉仕委員長   鈴木 俊一 会員 

国際奉仕委員長   菅野  稔 会員 

青少年奉仕委員長  五十嵐 章 会員 

 

 臨時総会（予算・決算） 
    

次週の予定 
 

夜間例会 

「三役慰労会」 
 

２０１５－２０１６年度 (№２）第２８２９回 例会（平成２７年７月９日） 

予 定 
7月 16日 夜間例会「三役慰労会」 

7月 21日 ローターアクトクラブ例会 

7月 23日 ガバナー公式訪問 

7月 30日 宮城県立視覚支援学校へ奨学金お渡し、 

ＲＡＣ活動費助成金お渡し 

8月 3日 合同幹事会 

8月 6日 定例理事会 

8月 6日 インターアクト年次大会 

8月 13日 お盆休会 

8月 20日→23日に振替 

 移動例会「小学生女子サッカー大会」 

 

出席率  会員数５０名    

６月１８日 ７０．５５％ 

６月２５日 ７６．４７％ 

７月 ２日 ８０．００％（７月８日現在） 

 

先週のビジター（7月 2日） （敬称略） 

仙台青葉ＲＣ 佐竹毅彦 
  

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： 
 

○シーフードカレー ○ご飯 ○薬味 
 

○サラダ ○デザート ○コーヒー 
 

 

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＄＄==￥￥１１２２４４   

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    ８７，０００円 

昨年度累計額    ８７，０００円 
 

 

 

先週のゲスト（7月 2日） （敬称略） 

㈱ジェック 代表取締役 清水龍在 

  

仙台ローターアクトクラブ例会 
 

日時 ７月２１日（火）１９時より 

場所 仙台国際ホテル 

内容 ２０１５-２０１６年度例会 活動報告 

（ご出席の方は事務局へお知らせ願います） 

 

米山記念奨学会寄付 
 

７月２日  宮澤 雅隆 会員 

 

ロータリー財団寄付 
 

７月２日  宮澤 雅隆 会員 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 
㈱星栄 

代表取締役 
（不動産-店舗リース） 

  

 

 

 
㈱マルキ 
代表取締役 

（工業薬品販売） 

  

 

 

 
(有)FP ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

代表取締役 
（生命保険） 

  

 

 

 
㈱エーゼット 
代表取締役 

（医療機器製造販売） 

 
  
 

 

 

 
クラブ奉仕委員長 星 毅会員   

 

 クラブ奉仕委員会は、

クラブの対内的な奉仕活動

を行う委員会である。従っ

て会員同士がいかに楽しく

出席できるか、その為の卓

話を誰に依頼するのか、ロ

ータリーの情報を皆に早く

正確に開示出来るか、等々です。 

その中で会員拡大は当クラブの喫緊の課題であ

る。クラブ活動に最適な人員の確保は必要不可欠 

の要素である。また、最近の当クラブの出席率の 

低下は残念である。出席率の拡大、会員の拡大を第

一目標として活動したいと思う。

 
 

 
職業奉仕委員長 佐藤三生会員 

    

ロータリーの目的第２項に

は「役立つ仕事はすべて価

値あるものと認識し、」とあ

ります。「役立つ」と「価値

ある」を別個のものと考え

る意味がわかりません。

『目的』として改定される

前の『綱領』には「あらゆ

る有用な業務は尊重されるべきである」となってい

ましたが、こちらのほうがわかりやすく感じます。

私たちはお客様等に喜ばれるために仕事をしてい

ます。今年度は難しく考えないでお客様の満足のた

めに働くことを職業奉仕と位置づけ、それに向けて

勉強する１年にします。具体的には、職業奉仕 

フォーラムを開催し、顧客満足に向けての会員企業

の取り組みを発表していただきます。さらにおもて

なしのセミナーを行います。職場訪問を行い、お客

様に喜んでいただくために苦心しているお姿を感

じ取っていただきます。この上で、ロータリーの職

業奉仕の真髄を学び取るために、四つのテストの解

説とロータリーの歴史についての講話を企画しま

す。 

 
 
社会奉仕委員長 鈴木俊一会員   

 

当委員会は早速行事のた

めの準備を重ねております。 

8 月 23 日（日）松島フッ

トボールセンターにて、仙

台南 RC 杯 第 3 回ガールズ

エイト U-12 サッカー大会

は移動例会ともなっており、

会員全員のご協力宜しくお願い致します。（ロータ

リークラブでは 12 才以下の青少年に関連する奉仕

活動は社会奉仕委員会が担当します。） 

他に恒例の宮城県立視覚支援学校への奨学金は 

3 名様分を予定。 

昨年に引き続き、来年の 6 月 11 日（土）石巻・

指ケ浜への支援と被災地現地視察交流会を予定。 

 

 
国際奉仕委員長 菅野 稔会員   

 

 2015-16 年度 国際奉仕委

員長を仰せつかりました。

青少年交換（ロータリーの

翼）、米山奨学会、財団各委

員会と連携を取りながら活

動を進めて参りたいと思い

ます。 

既に長年の活動で実感さ

れている会員の皆様も多いかと存じますが、「次世

代の国際社会を担う青少年の育成」は、最もロータ

リーらしい活動の一つであり、また我々ロータリア

ンや指導者のみならず、地域社会全体にも非常に多

くの恩恵をもたらしております。 

私の役目としましては、皆様に今まで以上に国際

奉仕に関心を持っていただくよう力を尽くすこと

と思っておりますが、本年度も引き続き会員の皆様

の積極的なご協力を賜りますよう併せてお願いし

まして就任の挨拶とさせていただきます。どうぞ宜

しくお願い致します。 

 

 

 

2015-2016 年度 五大奉仕委員長就任挨拶 

 



  

 

 

 
五十嵐産婦人科医院 

院長 
（産婦人科） 

 

 
青少年奉仕委員長 五十嵐章会員   

 

 当クラブはインターアク

トとローターアクトクラブ

の 2 クラブを有しておる希

少なクラブです。その目的

は青少年の多様なニーズを

認識しつつ、彼らの成長過

程にも対応できるように指

導しながら、その生活力を

高める事によって将来への準備をさせる事にあり

ます。基本的ニーズとは、自身の健康や人間の価値、

即ち家族や地域社会の模範とされるような人に成

る事を指します。青少年に対する当クラブの関わり

方は多岐に渡りますが、彼等の若い行動力で国際社

会に飛び込みお互いの理解を深め、紛争解決に取り

組む姿勢を共に育成する事も含まれます。我クラブ

としてのこの活動の目標は青少年を尊重し、且つ彼

等に関心を抱いて居る事を一層明らかにする事で

ある。更に、RYLA への積極的な参加を促し、実地

訓練を体験して貰い、将来 RC の一員となり、職業

奉仕や社会奉仕活動に参画して呉れる礎となるべ

く、指導と支援を行いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台青葉 RC 佐竹毅彦様：遠藤（敏）さんに声を掛けられて、ニコニコです！ 

菊地 正弘会員：板垣丸の船出を祝して！会長はじめ理事、役員の皆様の御活躍を御祈念申し上げます。 

高木 信三会員：なでしこナイスゲーム。幸 先
さいさき

の良い板垣丸、ボン・ボワイヤージュ 

大須賀常三郎会員：ニコニコさんが居りまして…。お世話になりました。よかったです。 

菅野  稔会員：7 月度のニコニコを期待して。板垣会長の船出を祝して。 

早坂  薫会員：『髙橋・山家丸』1 年間の航路ご苦労様でした。クルーの皆様方にも心よりご慰労申し上

げると共に『板垣・山下丸』の船出を祝しニコニコです。会員一丸となって楽しみましょうー！ 

髙橋 次男会員：板垣丸の門出を祝して。 

佐藤 三生会員：板垣会長、山下幹事のお世話により楽しい一年になると確信しています。 

遠藤 敏夫会員：板垣会長、山下幹事の船出を祝いニコニコします。 

板垣  努会員：髙橋前会長、山家前幹事のご苦労に感謝し、跡を引き継がせていただきます。1 年間宜し

くお願い申し上げます。 

松良 千廣会員：なでしこ又、やりました。テレビ局から決勝戦は授業を止めてパブリックビューイングを

しろとの圧力を受け、迷っております。 

加藤 秀次会員：心新たに五大奉仕に貢献しましょう。 

星   毅様：本日最初の例会に参加出来ニコニコです。 

鈴木 俊一会員：板垣会長、山下幹事頑張って下さい。 

星川 隆裕会員：板垣年度に期待してニコニコです。 

和田 達雄会員：板垣会長、山下幹事の船出にニコニコします。 

山家 雪雄会員：始めに前年度は大変お世話様でした。小生のつたない一句ですが「空もすがしき衣更ロー

タリアン」「空もすがしき衣更ロータリアン」。板垣年度のご活躍をご期待申し上げます。 

宮澤 雅隆会員：常盤木学園活躍、高速道路ズーッと楽しく走って来ました。ニコッニコーです。 

岩松 正記会員：板垣会長以下役員の皆様、1 年間よろしくお願いします。 

山下 晴輝会員：遠藤スマイルボックス委員長にお願いして、行列ができてニコニコです。一生懸命努めま

すので一年間皆様のご協力宜しくお願い致します。 

五十嵐 章会員：6 月 28 日（日）小生のホールインワンコンペにゴルフ同好会の数名の方の参加を得て開

催することができました。大雨の心配をよそに、無事終了する事ができ、ニコニコです。 

米川  淳会員：先月、誕生日プレゼントをいただきました。やっと半世紀です。ありがとうございました。 

松木 幸弘会員：中学生の職業体験の受け入れを行っています。本日我が母校の名取一中の 2 年生が 15 名

職業体験に来校してくれました。ニコニコです。 

桑江 賢治会員：今日からスマイルボックス担当になりました。 

 

 


