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本日の予定
三役・五大奉仕委員長年頭挨拶
会長
板垣 努会員
副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 星
毅会員
副会長
高木信三会員
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
幹事
山下晴輝会員

次週の予定

予 定
1 月 12 日
1 月 14 日
1 月 21 日
2月 4日
2 月 11 日

K.R.ラビンドラン
菅原 裕典
板垣
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
TEL．223-3652 FAX．223-3662
sendaisr@star.ocn.ne.jp
板垣
努
星
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２８年１月７日）

合同幹事会
移動夜間例会「新年会」
臨時総会
定例理事会
休会（建国記念日）

前回のゲスト（12 月 17 日） （敬称略）
仙台ＲＡＣ 会長 髙橋 優歌
〃
幹事 鹿子嶋 宙
〃
大槻 かなえ
〃
鈴木 沙也佳

移動夜間例会「新年会」

出席率 会員数５１名
１２月 ３日 ７２．５５％
１２月１０日 ７６．４７％
１２月１７日 ７８．４３％（１月６日現在）

前回のビジター（12 月 17 日） （敬称略）
なし
お誕生日おめでとうございます
１月１４日
日置 道隆 会員
（1/14 移動夜間例会の為繰上げ紹介）

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

１２５，０００円
７６４，０００円

結婚記念日おめでとうございます
１月１６日
桑江 賢治 会員
（1/14 移動夜間例会の為繰上げ紹介）

本 日 の M E N U：
真鯛とサーモンのカルパッチョ柚子風味、アイリッシュシチュー
デザート、コーヒー、ホテルメイドパン

１
１月
月ロ
ロー
ータ
タリ
リー
ーレ
レー
ート
ト
１月国際月間目標

１＄=１２０

「職業奉仕月間」

三役五大奉仕委員長年頭挨拶
会長 板垣 努会員
新年明けましておめで
とうございます。本年もど
うぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

新年の節目を迎え、会長
板垣法律事務所
任期の折り返し地点に到
所長
達したことになるわけで
（民事弁護士）
すが、振り返れば、漫然と
過ごした半年間であったように思います。
ただ、このことは、平穏無事であったことを

副会長・クラブ奉仕委員長

㈱星栄
代表取締役
（不動産-店舗リース）

意味するものでもあり、むしろ、大過なく過ご
せたことに感謝すべきなのかも知れません。そ
して、そのような経過で過ごすことができたの
は、山下幹事をはじめ、各種委員会を支えてい
ただいた会員の皆様のおかげであり、心より感
謝の意を表させていただきます。
さて、来年５月には創立６０周年記念行事が
予定されており、今年は準備に着手する年とな
ります。仙台南のチームワークで乗り切ってい
きましょう。

星 毅会員

新年明けましておめでとう
ございます。
会員の皆様方には、健やかな
新年を迎えられた事をお慶
び申し上げます。
今年度もあっという間に
半年が過ぎてしまいました

が、板垣会長の下会員の皆様のご協力で後半も益々
充実した活動が期待されます。
会員皆様が、信頼と友情を深め、楽しいクラブ
ライフを享受できるようクラブ奉仕委員長として、
微力を尽くしたいと思っております。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

副会長 高木信三会員

（有）酒のマリオ
代表取締役
（マンション経営）

只の副会長という、担当
委員会を持たない言はば無
任所理事として半期が過ぎ
ました。本年も板垣会長の
もと、和やかなクラブ運営
がなされるものと確信して
おります。

私が入会を許された昭和 56 年頃は会員数は 72 名
ほどでした。クラブ数が増えて、入会者が分散して
いる事もありますが、60 名位の会員数をもって、パ
ワフルなクラブ活動を実現したいものです。
今年も魅力的な新会員に会える事を楽しみにし
ながら、年頭のご挨拶を申し上げます。

職業奉仕委員長 佐藤三生会員
昭和 39 年に創立７周年
を迎えた仙台南ロータリー
クラブは、
「7 年の歩み」を
刊行しました。その中で野
口一郎７代目会長が次のよ
うな巻頭の言葉を寄せられ
㈱マルキ
ました。
代表取締役
「仙台南ロータリークラ
（工業薬品販売）
ブの歴史の一頁は、1957
年（昭和 32 年）五月晴れの 5 月 17 日、歓喜と希望

に溢れて始められた。ロータリーの理想に限りなき
興味をもち、自己の職業を代表するのに価するもの
としての自覚に充ちたチャーターメンバー24 名の
顔は、栄光と決意に輝き、その襟元には 24 の歯車
に型どられたロータリーバッチが誇らしげに光っ
ていた。」
格調高く生まれてから 59 年、いつまでも色あせ
ることがなく、発展の中で 60 周年を迎えようとし
ている仙台南ロータリークラブの一員であること
を誇りに思っています。

社会奉仕委員長 鈴木俊一会員
皆様、明けましておめ
でとうございます。本年
もよろしくお願い致し
ます。
ロータリーの年度と致
（有）FP ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
しましては半期を過ぎ
代表取締役
ました。前半の社会奉仕
（生命保険）
委員会としては、昨年８
月２３日（日）松島フットボールセンターに於き
まして『仙台南ロータリークラブ杯第３回ガール
ズエイトＵ－12 サッカー大会』を成功裏に開催す
ることが出来ました。
ロータリークラブでは、12 歳未満の年齢の青少
年への奉仕活動は、社会奉仕委員会が担当してお
りますが、既に過去 2 回開催している大会ではあ
りましたが、開催準備のため『社団法人宮城県サ
ッカー協会』の関係者と打ち合わせを致しました
ら、小学生女子対象のサッカー大会は、県内でも

開催回数が少なく、当クラブの大会を重要視して
おり『恒例化して欲しい』旨のご意見もいただき
ました。委員会メンバーは多忙な中、企業協賛依
頼活動やプログラム作成などの準備をしていただ
きました。紙面をお借り致しまして、社会奉仕委
員長として、会員の皆様の活動ご協力へ御礼を申
し上げます。
さて当委員会の今期後半の主な活動は、5 月に
昨年開催した『指が浜支援視察交流会』を今年も
第 2 回目を予定しております。指が浜漁港の皆様
へは津波による被災された直後から、当クラブの
星会員が何度も訪問し、現場から直接お話を伺っ
て、復旧・復興に必要な物資を支援させていただ
いておりました。今年もクラブ全体でその復興状
況を認識し今後の支援のあり方も考えたく思いま
す。先様のご都合等打ち合わせて、近々スケジュ
ール詳細を発表致します。ご期待ください。

国際奉仕委員長 菅野 稔会員

㈱エーゼット
代表取締役
（医療機器製造販売）

新 年明 けま して お め
でとうございます。
昨年は世界的にテロ事件
が多発した年でした。日本
も 最 早余 所事 では なく、
我々もこれまでの安全に対
する認識を改めなくてはな

りません。一方、訪日外国人数が過去最高との明る
いニュースもありました。インバウンドという言葉
もさらに身近になりました。本年も国際奉仕活動を
通じて日本の良さを伝える一助を担いたいと思い
ます。引き続き会員の皆様の御協力をお願い申し上
げ、新年のご挨拶といたします。

青少年奉仕委員長 五十嵐章会員
インターアクト活動報告を
常盤木学園の岩崎先生から
頂きました。国際コース 1
年生は 6 月下旬から福島県
ブリティッシュヒルズに於
いて、2 年生は米国へ 10 月
五十嵐産婦人科医院
院長
上旬から短期留学生を送っ
（産婦人科）
ております。8 月に IA の年
次大会への参加、10 月 17
日は RYLA が岩手県金ヶ崎町で行われ代表者が参
加しております。

ローターアクトの活動は第 1 回例会が 7 月 6 日に国
際ホテルで行われ、毎月 2 回 19 時から例会を行っ
ております。交流活動は 7 月には県内の他 RA クラ
ブ（荒浜、石巻）と共に東北支援事業に参加、8 月
には気仙沼南 RAC の会合に参加、9 月は同地に大
阪御堂筋 RAC の来訪を受け、またアクトの日記念
事業として化女沼清掃を実施しました。10 月には岩
手県で RYLA が開催され、代表者が参加しました。
また第 2610 地区（石川、富山）の RAC 会員が来仙
され懇親会を開催、12 月 17 日には仙台南 RC 主催
の家族会にも参加予定であります。

幹事 山下晴輝会員

年金の窓口㈱
代表取締役
（損害保険）

新年明けましておめでと
うございます。
皆様のお陰で、輝かしい新
年を迎えました事に心より
感謝申し上げます。
今年の幹事としての決意は、
「会員同士の絆を深め、会

員増強に繋げていく」です。
６０周年を控えた中、一番大切にしたい想いがここ
にあります。
２０１６年が、仙台南ＲＣの会員皆様にとりまして
更に素晴らしい一年となりますように、精一杯残り
期間を板垣会長と共に、努めて参りたいと思います。
より一層のご支援を、宜しくお願い申し上げます。

前回の例会報告
年忘れ家族会
日 時：平成２７年１２月１７日（木）１８:００～
場 所：仙台国際ホテル 広瀬の間
参加者：６５名（内会員３６名）

佐藤
修会員：今夜で私にとって仙台南ロータリークラブ最後の例会になります。31 年半という長
い間本当にお世話になりました。今日は若夫婦と孫の幸太郎と一緒です。もちろん女房も一緒です。
いい思い出になります。ありがとうございます。
田中 光彦会員：先週予告した当社福娘、多数の応募者の中から 5 名の審査員により「めんこいミス
福娘及準ミス 2 名、ミス 4 名のメンバーが選ばれ、年末には知事、県議会議長、市長他マスコミ関係
へ挨拶、そして新年 3 日迄初詣の人々に福を授けます。
阿部 高大会員：入会功労賞をニコニコします。
早坂
薫会員：入場のファンファーレに迎えられて着席、熱烈歓迎だと勘違いでした。遅くなって
ご免なさい。遠藤ニコニコ委員長より催促でしたのでニコニコです。
遠藤 敏夫会員：高橋親睦委員長、ご苦労様です！
板垣
努会員：半年を経過し、折り返し地点です。これまでの間、皆様にはご協力を賜り、ありが
とうございました。
松良 千廣会員：産経新聞支社長 韓国で無罪を祝います。
生田 弘明会員：今年の忘年会は出席出来ないかと覚悟を決めていましたが、出席出来てほんとうに
嬉しい限り、ニコニコです。
宮澤 雅隆会員：今年もクリスマスをむかえられニコニコです。
岩松 正記会員：先週は支部長会議の為欠席して申し訳ありませんでした。こんな感じで来年も再来
年も不安ですが何卒ご了承下さいませ。
山下 晴輝会員：在仙 11 クラブの中で私程クラブ愛のある幹事はいないと思います。それも南 RC の
会員がクラブが素晴らしい方々の集まりだからです！
秋濃 麗子会員：今年も残すところわずかとなりました。皆様が来年もまたニコニコでお過ごしにな
られます事を祈念して…。今日はぜひ、皆さんで楽しみましょう！

退 会 報 告
12 月 17 日 佐藤

修 会員

