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２０１９－２０２０年度 (№.１４）第３０１１回

本日の予定
大人のためのプレミアムマガジン Kappo 編集長

梅津文代様
「Kappo 仙台闊歩 vol.102「美味なる隠れ家」
せんだいタウン情報

S-style 編集長

小山内香奈子様
「せんだいタウン情報 S-style11 月号『ラー
メン特集』について」

次週（１１月７日）の予定
（株）宮城テレビ放送
報道制作局（アナウンス）部長

盛 朋子 様
「アナウンサーとして」

出席率 会員数４４名
１０月 ３日 ７９．５５％
１０月２０日 ５４．５５％
１０月２４日 ７０．４５％（１０月３０日現在）

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
４５，０００円
今年度累計額 ２４２，０００円

例会（令和元年１０月３１日）

予 定
11 月 2 日 在仙１１ＲＣ親善ゴルフ大会
11 月 5 日 合同幹事会
11 月 7 日 定例理事会
職場訪問
11 月 9 日 ロータリー・リーダーシップ研究会 Part2
11 月 10 日 （地区）クラブ・職業・社会奉仕委員会
合同セミナー
11 月 14 日 歴代会長会
11 月 21 日 休会（クラブ定款第 6 条 1-C により）
11 月 28 日 夜間例会
前回のゲスト（１０月２４日） （敬称略）
なし
前回のビジター（１０月２４日） （敬称略）
藤沢ＲＣ 椋梨兼彰
お誕生日記念日おめでとうございます
なし
ご結婚記念日おめでとうございます
１０月３１日
山家 雪雄 会員
１１月 ３日
高橋 玲二 会員
１１月 ３日
松木 幸弘 会員
１１月 ６日
鈴木 洋一 会員

台風 19 号丸森町災害への災害支援金
10 月 24 日の例会時、当クラブ内で

２９，８６３円

本 日 の M E N U ：洋食料理
◇秋蕪のフランに蕎麦の実、ベーコン、長葱入りスープ

募金頂きました。
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◇蔵王ＪＡＰＡＮＸロース肉のローストポーク シャル
キュティエールソース／ポテトのグラタンと秋野菜を付
け合わせに
◇洋梨のコンポートにキャラメルのアイスクリーム
◇コーヒー
◇シャンピニオン＆パン・オ・レ

先週の例会報告
「藤沢ロータリークラブのカンボジア奉仕活動」
（歯科検診・口腔衛生指導・浄水器設置事業・雨天体育施設設置事業）
藤沢ＲＣ2013-2014 年度会長、むくなし歯科医院 院長 歯学博士
椋梨 兼彰 様
この度、このような機会を与えてくださいました
仙台南ロータリークラブ会長・幹事様をはじめ関係
者の皆様に感謝いたします。
カンボジアの奉仕活動において構想から約 2 年半、
私が会長の時に認定特非営利活動法人ハートオブ
ゴールド（以下 HG、代表：有森裕子）のスタディ
ーツアーに参加した事がきっかけでカンボジアの
現状を知り、何かクラブとしてできることは無いか
と考え浄水器設置支援を行う事になりました。申請
してから現地調査など 1 年以上時間がかかりました
が設置先がクラチエ州クラコー小学校に決まり今
回の贈呈式に小島会員と行って参りました。4 月 25
日 21 時に藤沢を出発してから羽田－バンコク経由
でプノンペンに到着。そこからバスで 7 時間、現地
に着いたのは 18 時間後と移動時間だけでも大変で
した。設置以降浄水器のメインテナンスをお願いす
る青年海外協力隊のメンバーと打ち合わせをして、
26 日の午後にクラコー小学校で贈呈式が行われま
した。クラコー小学校校長先生をはじめ先生・生徒、
群政府関係者、地方教育局関係者、そして HG 関係
者と数多くの方が出席され現地の方々の意気込み
を感じ、私が思っている以上に盛大な贈呈式で驚き
ました。開会の辞に始まり子供たちの伝統舞踊、藤
沢ロータリークラブ代表として挨拶、HG 現地代表
の挨拶、地方教育局代表の挨拶、浄水器目録の贈呈、

感謝状の贈呈と約
2 時間半続きまし
た。最後は浄水器
の前でテープカッ
トを行い参加者全
員で浄水器の水で乾杯を行い喜びを分かち合いま
した。また、カンボジアシェムリアップにあるチェ
イ小学校の歯科検診・口腔衛生指導を行いました。
野外の検診は初めての経験でした。子ども達は生ま
れて初めての検診だったようです。初日 496 名を
検診しまして二日目 420 名を検診しました。95%
以上のむし歯率でした。各教室を回り口腔衛生指導
も行い歯磨きの大切さも指導する事ができました。
今回を期に継続して行っていきたいと思っており
ます。
最後に初めて地区補助金申請から完了まで携わ
らせていただき今まで理解していなかった補助金
事業について、初めて深く理解できました。また自
クラブ主導で行ったプロジェクトとしてクラブメ
ンバー一丸となって協力をしていただいたことに
よる達成感、そして贈呈式でのロータリークラブに
対する感謝の気持ちを十分すぎる程感じる事が出
来ました。こちらからの押しつけの奉仕では無く現
地の声を聞き奉仕で答えられる活動だと改めて理
解しました。

台風 19 号による丸森町水害支援報告
社会奉仕委員長

小松

優会員

10 月 29 日（火）午後、丸森ＲＣの皆様と一緒に、現地
に当クラブからの支援品をお届けしました。
≪支援品≫
消毒液２００本、消毒液噴霧器１０台、乾電池４０本

１０月「経済と地域社会の発展月刊／米山月間」

ランニング同好会 活動報告
早坂慎一会員
10 月 24 日（木）ランニング同好会の練習会が行
なわれました。
今回も一番町の石井さんのお店を出発し、仙台大
橋から国際センターを回り、広瀬川の堤防を往復し、
定禅寺通りから石井さんのお店まで戻るという約
８ｋｍのコース。ワイワイ話しながらゆっくり 1 時
間の LSD（ロング・スロー・ディスタンス）でした。
走った後はお決まりのキュア国分町で汗を流し、
そしてこれまたお決まりの石井さんのお店にてビ
ールで乾杯！です。
お店に到着するとなんとなんと星毅会員と鈴木
俊一会員がいるではありませんか！その後も数名

合流し、賑
やかな宴と
なりました。
次回は 11
月 20 日
（水）の予
定です。お
時間ある方
はぜひお気
軽にご参加
下さい。

藤沢 RC 椋梨兼彰様：本日はよろしくお願い致します。カンボジアでの色々な体験を話したいと思
います。
坂本 正憲会員：誕生日のお祝いありがとうございました。もはや後期高齢者に入りましたが、気持
の上では、まだ 60 歳代です。介護などが必要でない日本男性の健康寿命 72.1 歳（2018 年調査、ち
なみに平均寿命は 81.3 歳）を越えてしまいました。これからも、自分の健康寿命を伸ばしていきたい
ものだと願っています。
松良 千廣会員：陸上全国大会 400m リレー6 位入賞です。
和田 達雄会員：藤沢ロータリークラブ椋梨様、遠い所卓話においでいただきありがとうございます。
楽しみにしております。ニコニコ。
山家 雪雄会員：〇結婚祝いありがとうございます。43 年を迎えました。ニコニコです。〇藤沢 RC
椋梨兼彰様、2013 年度の 60 周年時の会長としての祝典、改めましてお世話様でした。

