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２０１５－２０１６年度 (№２２）第２８４９回

本日の予定
㈱和田政宗事務所 代表取締役
和田 政宗 会員
「日本経済と TPP,AIIB にみる日中関係」

次回の予定
夜間例会「年忘れ家族会」

出席率 会員数５１名
１１月１９日 ７６．４７％
１１月２６日 ６４．７１％
１２月 ３日 ６８．６３％（１２月９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

３１，０００円
６０８，０００円

米山記念奨学会寄付
１２月３日

宮澤 雅隆

会員

ロータリー財団寄付
１２月３日

宮澤 雅隆

会員
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仙台南ＲＣ会長
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努

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
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sendaisr@star.ocn.ne.jp
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毅 高木 信三
山下 晴輝
佐藤 博美 皆川 和輝 後藤 公伸
熊谷 晴樹

例会（平成２７年１２月１０日）

予 定
12 月 17 日
12 月 24 日
12 月 31 日
1月 7日

夜間例会「年忘れ家族会」
休会（クラブ定款第６条１-Ｃにより）
年末年始休会
定例理事会
三役・五大奉仕委員長年頭挨拶
1 月 12 日 合同幹事会
1 月 14 日 移動夜間例会「新年会」
1 月 21 日 臨時総会

前回のゲスト（12 月 3 日） （敬称略）
東北大学災害科学国際研究所 准教授 柴山 明寛
前回のビジター（12 月 3 日） （敬称略）
仙台ＲＣ 中村 泰之
㈱日新 常務取締役 佐々木 利晃
お誕生日おめでとうございます
１２月１２日
高橋 健一 会員
１２月２１日
山家 雪雄 会員
１２月２１日
桑江 賢治 会員
１２月２４日
近藤 まい子会員
１月 ２日
日下 覚実 会員
１月 ４日
佐藤 博美 会員
（12/17 年忘れ家族会、12/24・12/31 休会の為繰上げ紹介）

結婚記念日おめでとうございます
１月 １日
増子
弘 会員

本 日 の M E N U：
○あおえんどう豆入りミネストローネ
○サラダ
○デザート

（12/17 年忘れ家族会、12/24・12/31 休会の為繰上げ紹介）

○ポークフィレ肉の茸入りグリュエールチーズ焼き
○コーヒー
○ホテルメイドパン

ミネストローネにあおえんどう豆を入れました。成長段階で呼び名が変わる野菜で、若い時に摘むとさやえんどう、
完熟前に摘むとグリーンピース、完熟後乾燥させたのが、あおえんどう豆です。ビタミンＢ1、Ｂ2、カルシウムなど
が豊富に含まれています。

先週の報告
産・学・官連携によるアーカイブについて
東北大学災害科学国際研究所 准教授
（情報管理・社会連携部門 災害アーカイブ研究分野所属）
柴山 明寛 様
東日本大震災では、尊い命が数多く失われてしま
い、沿岸部では津波によって、長年培ってきた文化
のほとんど流されてしまいました。私たちが、この
地震と津波で失ったものは数知れません。二度と同
じ悲劇を繰り返さないためにも、震災の記録を残し、
100 年、1000 年先まで伝えて行かなくてはいけませ
ん。
東日本大震災では、震災直後から復旧・復興に至
るまで様々な記憶、記録、事例、知見が生まれまし
た。それらの記録一つ一つには、災害から生き残る
すべ、今後の防災・減災のヒントが数多く含まれて
おります。これらの記録をすべて収集するべく、私
たちは、震災直後の 4 月から震災アーカイブの構想
を立て始め、2011 年 9 月に東北大学震災アーカイ
ブプロジェクト「みちのく震録伝」を立ち上げまし
た。震災記録と一言で言っても、証言記録、写真記
録、日記、震災遺構・遺物、行政文章、研究資料な
ど、多種多様です。これらを一つ一つ収集するので
す。しかしながら、大学ですべての記録を収集し、

12 月 3 日

活用に結び付けて
いくのは、とても困
難です。そのため、
産官学民連携が必要不可欠です。現在までに約 120
機関以上の賛同協力が得られ、様々な企業と連携し
ながら収集から活用までを行っております。
これら集められた震災記録は、現在までに約 40
万点にもなります。これらの記録は、日々整理を行
い、Web サイトでの公開や防災・減災ワークショッ
プ、教育旅行、研究基礎資料などで活用を行ってお
ります。また、震災記録を後世にわかりやすく伝え
るために、俳優の竹下景子さんをお招きし、毎年 3
月に語りべシンポジウム「かたりつぎ」を実施し
ております。今年も 2016 年 3 月 6 日、宮城学院
女子大学で実施します。今後も「みちのく震録伝」
は様々な記録を収集・活用を行い、今後の防災・減
災に寄与していきたいと考えております。
（謝礼はご辞退いただきました）

お祝いの会報告

日
時：平成２７年１２月３日（木）１８:３０～
場
所：さゝぶ
参加人数：３１名
＊おめでとうございます！
佐藤 修会員、田中光彦会員、阿部高大会員、菅野
遠藤敏夫会員、生田弘明会員
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１２月国際月間目標

稔会員、髙橋次男会員、

１＄=￥１２０

「疾病予防と治療月間」

（順不同）

仙台ＲＡＣ 10・11 月活動報告
仙台ＲＡＣ会長

髙橋優歌様

～１０月の活動報告～

①ＲＹＬＡ(10/17-18)
岩手県金ケ崎市にある岩手県南青少年の家にて
ＲＹＬＡに参加させていただきました。１日目の
ガバナーによる講話では毎日を大切に過ごすこと、
その時間をどう使うかであること、人間の力は底
知れないのだから努力次第であるという力強いお
言葉を頂きました。まだまだ、努力が足りないな
と自分を振り返り、様々なことに挑戦したり、何
事も一所懸命やっていきたいと思いました。
２日目はＡＥＤ講習をグループで楽しく学ばせ

て頂きました。いざと言う時、率先して人命救助
ができればと思います
有意義な時間をありがとうございました。

②第 2610 地区(石川・富山)来仙(10/31)
昨年度より交流の深い小松ＲＡＣ・金沢東ＲＡＣ
から 4 名の方が七ヶ浜へボランティアにお越しく
ださいました。今回は懇親会のみのご一緒でした
が、さらに交流を深めることができました。

～１１月の活動報告～

①仙台ＲＡＣ主催 芋煮＆BBQ と清掃活動(11/7)
仙台ＲＡＣ初めての企画でしたが、総勢 11 名の
方々にお集まりいただき、牛越橋下にて行われま
した。日中はコートもいらないほどの気温の中、
暖かい鍋と網を囲み、美味しいものでお腹を満た
した幸せな時間でした。
芋煮後は、周辺と河川敷のゴミ拾いを行いまし
た。たくさんのアルコールの缶が捨てられた光景
を見て残念な気持ちになりました。私たちがゴミ
拾いを行うことで、その姿を見て、持ち帰ろう、
来た時より綺麗にしていこうという気持ちをもっ
てくれる人が増えていけばいいなと思います。

高木 信三会員：この頃、あまり良い事がありません。
どうしたら良いでしょうか。
菅野
稔会員：12 月のニコニコを期待して。
早坂
薫会員：当クラブ会員 7 名の「お祝い会」に 31
名のご参加賜り喜んでる発起人でニコニコしてます。宜
しく大いに楽しみましょう。
遠藤 敏夫会員：いよいよ、12 月ですね！頑張りましょ
う！

最初から最後までたくさんのご協力をいただき、
ありがとうございました。
初めての企画にわからないこと、迷ったことな
ど様々ありましたが、ぜひ、この経験をいかして
来年度も企画できればと思います。
②例会(お祝い会)
10 月 27 日に入籍した会員・馮寧君(菅原里奈)
さんの結婚祝いを行いました。旦那様もご招待し、
お２人の仲睦まじい姿に私たちまで幸せな気持ち
になりました。

松良 千廣会員：サッカー部の小林選手がアジアの最優勝
選手に選ばれましたが、靭帯の手術をしたばかりで来月の
全国大会には出場できません。チームは頑張ると思います。
鈴木 俊一会員：何才になってもお誕生日とはうれしい！
おめでたいので昨夜は前夜祭、そして床屋さんに行ってお
めかししました。
星川 隆裕会員：うっかりしていて本日の理事会欠席して
しまいました。申し訳ありません。
宮澤 雅隆会員：とにもかくにもニコニコです。
岩松 正記会員：久しぶりですみません。夜ガンバリマス！

１２月度理事会議事録
日
時
場
所
理事出席者
理事欠席者

平成 27 年 12 月 3 日（木） 11：00～
仙台国際ホテル RC 事務局内会議室
板垣 努、星
毅、高木信三、鈴木俊一、菅野 稔、山下晴輝
佐藤三生、五十嵐章、髙橋次男、星川隆裕
（敬称略）

Ⅰ〈議事〉
1. 会長挨拶
2. 2 月 7 日（日）ＩＭについて
出席要請 出席要請者（特に入会 3 年未満の新入会員）を含め全員に案内。
パネラー 板垣会長に依頼。
3. 地区大会表彰について
表彰該当者を申請するが、90 歳以上は賀寿にかかわらず地区大会で表彰をお願いしたい。
（羽田野ガバナー補佐を通して地区に依頼済）
クラブに対する表彰に「指ケ浜漁協、販路拡大と友好の輪プロジェクト」を申請するが、
その際の申請文は山下幹事が担当する。
4. 和田政宗会員の入会功労賞は、功労者に代表会員を通して支払う。
6. 月刊行事・月内例会
12 月 3 日
卓話：東北大学災害科学国際研究所 准教授 柴山明寛さま
18：30～「お祝いの会」 於 さゝぶ
12 月 10 日
卓話：㈱和田政宗事務所 代表取締役 和田政宗会員
12 月 17 日
夜間例会「年忘れ家族会」
12 月 24 日
休会（クラブ定款第 6 条 1-C により）
12 月 31 日
年末年始休会
Ⅱ〈報告事項〉
1. 11 月 13 日に行われた親睦委員のための親睦会は有意義な成果があったので、今後も機会
をみつけて継続していきたい。
Ⅲ〈その他〉
なし
以上

