
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本日の予定 
 

「三役・五大奉仕委員長就任挨拶」 

会 長         山家 雪雄 会員 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 岩松 正記 会員 

副会長         高木 信三 会員 

職業奉仕委員長     菊地 宏幸 会員 

社会奉仕委員長     熊谷 一也 会員 

国際奉仕委員長     加藤 秀次 会員 

青少年奉仕委員長    武田 文孝 会員 

幹 事         大江 広満 会員 

 

次回（7月 9日）の予定 
 

株式会社杜リゾート 

代表取締役 山家雪雄会員 

「不動産を取り巻く「企業法務」と「配偶者 

の居住権」について 

予 定 

7月 6日 合同幹事会 

7月 16日 夜間例会「三役慰労会」 

 7月 23日 休会（祝日「海の日」） 

 8月 6日 定例理事会 

      移動例会「七夕の会」 

 8月 13日 お盆休会 

 8月 7日（9日例会振替） インターアクト年次大会 

 

出席率 会員数４４名    

６月１１日 ６５．１２％ 

６月２１日 ７０．４５％ 

６月２８日 ７５．００％（７月１日現在） 

 

先週のゲスト（６月２５日） （敬称略） 

2017-18 年度 

長期交換派遣生 

平井かのん 
 

 

 

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＄＄==￥￥１１００７７   

お誕生日おめでとうございます 

なし 

 

前年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    ２１，０００円 

昨年度累計額   ６０３，３３０円 
 

 

 

本 日 の M E N U：洋食 
 

○ポテトの冷製スープに桃を浮かべて 

～ざおうハーブのバジルの香り～ 

○ＪＡＰＡＮＸポークのベルン風 

ペンネソースとグリーンアスパラガス 

を付け合せに 

○デザート ○コーヒー ○パン 

先週のビジター（６月２５日） （敬称略） 

なし 
 

 

 

週 報 

 

RI 会長        ホルガー クナーク 

D.2520 ガバナー    伊藤 智仁 

仙台南ＲＣ会長    山家 雪雄 

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  山家 雪雄 
副 会 長  岩松 正記、高木 信三 
幹 事  大江 広満 
プログラム  佐々木利晃 武田 文孝 早坂 慎一 
情報委員会    

２０２０－２０２１年度 (№１）第３０３０回 例会（令和２年７月２日） 

ご結婚記念日おめでとうございます 

７月 ７日  山下 晴輝 会員 

 
 

米山記念奨学会寄付 
 

 ６月２５日  坂本 正憲 会員 
 

 



  

 

 

 
（株）杜リゾート 

代表取締役 

（不動産管理） 

 
 

  

 

 

 
（株）経営ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝｻｰﾋﾞｽ 

代表取締役 税理士 

（税理士） 

） 

  

 

 

 
（有）酒のマリオ 

代表取締役 

（マンション経営） 

） 

 

 

 

 
会長 山家雪雄会員  

 

今年度の国際ロータリーク

ラブ（ＲＩ）はボルガー・

クナーク会長（ドイツ）で

す。2020－2021 年度のテー

マは「ロータリーは機会の

扉を開く」であります。 

また、同年度 2520地区の伊

藤智仁ガバナー（花巻南Ｒ

Ｃ）を含む方針を理解しつつ、仙台南ＲＣ６４年の

歴史と伝統・文化を生かしながら、そして会員全員

のお力と知恵を結集し共に楽しく会を前へ進めて

行きたく思っております。 

特に次年度は鈴木俊一会員が 2520 地区のガバナー

として活躍されます、鈴木ガバナーを支えるために

会員の増強 80 名を目途として、邁進して行かなけ

ればなりません。 

また、今年の１０月１０日に予定しております「杉

元太氏ピアノコンサート」の成功を目指して、浅学

菲才の身ではありますが会員皆様の絶大なるご支

援とご協力を得ながら楽しいクラブ運営をして行

きたいと思料します。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 
 
副会長（次期会長）・クラブ奉仕委員長 岩松正記会員  
 

 この度副会長兼クラブ奉

仕委員長に就任いたしまし

た。 

 この「クラブ奉仕」ですが、

英語で言うと「Club Service」

となるそうです。 

 ここで言う「サービス」に

ついては、以前より、日本語

で奉仕と訳されたために。本来の意味と違った取ら

れ方をしていると言われています。 

 サービスとは本来、無償ではなく対価を伴うもの

だそうです。 

 では、我々ロータリークラブメンバーにとっての

対価とは何か。それは言うまでもなく、この組織に

所属することによって得られる、有形無形の価値の

ことではないでしょうか。 

 手続要覧によると、クラブ奉仕とは「「奉仕の第

一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実

させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関

わるものである」とあります。一方、インターネッ

トで見つけたロータリークラブの用語便覧という

ものによると、クラブ奉仕とは「ロータリアンが、

クラブを円滑に機能させるために行う次のような

行為をいう。すなわち、クラブ会合に出席すること、

クラブの親睦に加わること、クラブのプログラムに

参加すること、委員になること、理事を務めること、

会費を払うこと、クラブ外の活動においてクラブを

代表すること－たとえば他のＲＣで講演したり、都

市連合会、地区協議会、地区大会、リーダーシップ・

フォーラムに出席したり、新クラブの設立に当たっ

て自分のクラブを代表したりすること。」とのこと

です。 

 最後の一文はさて置き（笑）、要するに、クラブ

の会合に積極的に参加することこそがクラブ奉仕

である、ということだと私は理解しております。 

 あらゆるイベントに出席することにより自分が

クラブから利益なり恩恵なりを受け、そしてそれ 

がクラブへの貢献すなわち奉仕につながる。現在 

の会員はもちろん、これから入会してくるであろう

未来の会員たちも、みんなが楽しく参加できるクラ

ブになるよう、かかわって参る所存です。 

 

 
 
副会長 高木信三会員  
 

 

今年度の副会長を仰せつ

かりました。久しぶりの理

事会メンバーですが、担当

する委員会を持たない無任

所理事であり相談役のよう

なものと心得ております。 

 鈴木俊一ガバナー年度を控えて、より一層の会

員増強を実現し、山家会長年度が円満なクラブ運

営がなされ、楽しい一年となりますよう、微力を

尽くしたいと思っております。 

 会員の皆様には、何卒御協力の程、宜しくお願

い申し上げます。 

 

 
 
 

2020-2021 年度 三役・五大奉仕委員長就任挨拶 

 



  

 

 

 
（株）菊平石材店 

代表取締役社長 

（石材工業） 
 

  

 

 

 
カメイオート（株） 

代表取締役 
（自動車工業-自動車販売） 

  

 

 

 
（株）新陽ランドリー 

常務取締役 

（洗濯） 

 

  

 

 

 
（株）橋本店 

専務取締役営業本部長 

（（総合）建設業） 

 

 
 
職業奉仕委員長 菊地宏幸会員 

    

本年度、職業奉仕委員長を

仰せつかりました菊地です。 

職業奉仕委員会では、「職業

奉仕」はロータリークラブ

の重要な理念であるという

信念のもとにその理解と実

践を促進するための機会を

設け、クラブ活動が活発化

することへとつなげていきたいと考え、本年度は以

下の活動を行っていきたいと考えております。 

① 職場訪問、卓話等を実施し、職業奉仕について

の理解を深める機会を設ける。 

② 会員相互の交流の中で企業理念や経営方針を聞

くことができる機会を設け、会員同士の関係を

はぐくみ職業奉仕の理解を深め、会員個々の活

動に役立てていただく。 

微力ながら、山家会長を支えられるよう尽力いたす

所存ですので、皆様のご協力の程何卒よろしくお願

い申し上げます。 

 

 
社会奉仕委員長 熊谷一也会員   

 

この度、社会奉仕委員長を

拝命しましたのでご挨拶

申し上げます。 

現在当クラブでは以下の 2

つを中心に社会奉仕活動

を行っております。 

① 宮城県視覚支援学校

への奨学金の支援 

② ガールズエイトＵ－１２ サッカー大会の運営 

ロータリーの基本理念の中には「社会奉仕は、すべ

てのロータリアンが、地域の人びとの暮らしを豊か

にし、より良い社会づくりに貢献することです。」

と記載されています。 

山家会長の方針をもとに、会員の皆様と一緒に知恵

を絞り地域社会のためにより充実した社会奉仕活

動が出来るよう取り組んでまいりたいと思います。 

皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 
国際奉仕委員長 加藤秀次会員   
 

未曾有のコロナウィルス

の世界的蔓延により今年度

の積極的な（海外渡航・来

日交友等）活動は計画でき

ません。 

国際奉仕の理念について

は「奉仕の理想に結ばれた、

事業と専門職務に携わる人

および地域社会のリーダー

の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和

を推進する（ロータリー章典）」とあります。しか

しこれはロータリー設立時にはなく、第一次、二次

世界大戦を経験した国際ロータリーの成長と共に

育まれてきたものです。平和追求、国際理解、親善

は常に国境を越え向上する普遍的な価値観として

ありました。ですが、コロナ禍の今、国境は閉ざさ

れ、飛行機は飛ばず、欧米においてはアジア系民族

に対する差別行為まである有様です。困難な時にこ

そ問われるのは根っこの理念です。ロータリーの歴

史を振り返り、想いを高める年度にいたしましょう。 

 

 

青少年奉仕委員長 武田文孝会員   
 

五大奉仕の一つ【青少年

奉仕】は『インターアクト

クラブ（ＩＡＣ）』・『ロー

タリーアクトクラブ』の２

プログラムを仙台南ロー

タリークラブは提唱しております。 

 本年度も『インターアクト委員会』・『ローターア

クト員会』・『青少年交換委員会』と連携し活動して

まいります。 

 

 
 

 
 
 
 



  

 

 

 
社会保険労務士法人 

めぐみ事務所 

代表社員 

（社会保険労務士） 

 

 
 
幹事 大江広満会員   

 

 山家会長の活動方針及

び五大奉仕の理念のもと、

各委員長及び会員の皆さ

んが「仙台南ロータリーク

ラブの会員でよかった」と

いうようなクラブをつく

りあげたいと思います。 

 各委員長や積極参加い

ただける会員の力をお借

りしてて、全ての会員が例外なく仙台南ロータリー

クラブの活動に参加できる体制を構築し、会員同士

の親睦を図ります。 

 会員の皆さんの事業や専門職務を理解、尊重しあ

えるよう、例会時の卓話や各委員活動の中で、その

専門性をもって活躍いただける機会をつくります。 

「女子サッカー大会」等の一大イベントにおいて

は、会員の皆さんだけではなく、選手、審判員の先

生、会場関係者の皆様、選手の保護者の皆様と成功

に導く為に、社会奉仕委員長と社会奉仕委員の皆さ

んを中心に、打ち合せや意見交換を行える機会をつ

くります。 

自然災害、感染病の流行等に対応する為、山家会

長を委員長とする危機管理委員会を発足し、迅速か

つ確実に支援活動ができるようにいたします。 

次年度は鈴木俊一ガバナー年度となる為、これま

で以上に仙台南ロータリークラブの結束及び会員

の増員が必要となるかと思います。継続的かつ効果

的な会員勧誘活動を実施する為、会員増強委員長の

活動方針を理解、促進いたします。 

「仙台南ロータリークラブの良さ」を会員の皆様

がそれぞれに抱き、会員活動を楽しく継続できる会

をつくりあげられるよう尽力いたしますので、ご指

導、ご鞭撻の程どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
 
 
 
星 毅会員   
 

6 月 25 日 13：00 より盛岡アイーナ 501A において 2520 地

区 2020-21 年度クラブ奉仕委員会、社会奉仕委員会、職業

奉仕委員会、会員増強・ロータリー公共イメージ向上委員会、

女性会員活性化委員会合同セミナー事前打ち合わせ会議が

開催された。会議室のドアを開放し、参加者同士の距離をと

り、入室全には全参加者体温測定を実施する会議であった。

伊藤ガバナー挨拶に続き小野寺則夫会員増強・R 公共イメー

ジ向上委員長の趣旨説明が行われた。参加者全員より意見が

出され 5 委員会の合同委員会を 8 月 22 日盛岡メトロポリタ

ンホテルで開催することを決議し 15：00 終了した。 

 

 

 

 

早坂 慎一 会員   
 

日時 6 月 26 日 18：00～ 

コロナ自粛もあって久しぶりの練習会でした。今回

からなんと半澤会員がメンバーに入ってくれました。

そして今月入会の及川会員も加わり、にぎやかな練習

会となりました。 

今年は参加を予定していた全てのレースが中止とな

ってしまいましたが、こうやって仲間と走れるのはま

た違った楽しみです。この練習会のために練習するの

もありですね。 

終わってからはいつものようにサウナに入って、石

井会員のお店で乾杯！走った後のビールは最高です。 

 

 

地区合同セミナー事前打ち合わせ会議報告 

ランニング練習会報告 



生年月日： １９７１年４月８日 

勤 務 先： 株式会社萩野工務店 

役  職： 代表取締役社長 

家  族： 母、子供３名 

趣  味： ジョギング 

推 薦 者： 早坂慎一会員、和田達雄会員 

 

 

新入会員のご紹介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松良 千廣会員：村井知事が突然言い出した 9 月入学、急にやられると私学は大変困るので、八方に働

きかけ、やっと阻止しました。 

和田 達雄会員：会員の皆様に支えて頂き、最終例会を迎えることが出来ました。本当にありがとうご

ざいました。次年度山家年度にエールを送ります。ニコニコ。 

岩松 正記会員：和田会長、半澤幹事、1 年間お疲れ様です。いろいろあってやり足りなかったと思い

ますので、再来年またよろしくお願いします。 

熊谷 晴樹会員：和田会長、半澤幹事、一年間お疲れ様でした。 

高橋 玲二会員：今期役員の皆様、おつかれさまでした。 

半澤 修司会員：会員皆様のおかげでなんとか幹事を 1 年間務める事ができました。役職のない 1 会員

に戻りますが、引き続き仲良くしていただきますようよろしくお願いします。 

和田 政宗会員：役員の皆様、1 年間お疲れさまでした。ようやく先週金曜日に都道府県またぎの移動

が解禁となり、3 カ月ぶりに東京から仙台に戻り、妻と子供達の顔を見ることができました。皆様にも

久しぶりにお会いすることが出来、ニコニコです。 

佐々木利晃会員：和田会長、半澤幹事、一年間大変お疲れ様でした！ 

大江 広満会員：和田会長、半澤幹事、1 年間おつかれ様でした。7 月より幹事としてお世話になりま

す。今年度同様、楽しい仙台南ロータリークラブとなればうれしいです。 

堀川 順弘会員：先月の夜間例会、皆様に喜んで頂きニコニコ！厳しい中前を向いて頑張っていきます。

早くワクチンと薬が欲しい。 

菊地 宏幸会員：和田会長、半澤幹事、及び役員の皆様、1 年間おつかれ様でした。 

佐藤  仁会員：和田会長、役員の皆様、1 年間お疲れ様でした！ 

早坂 慎一会員：及川さん入会おめでとうございます。共に楽しみ、学びましょう！！ 

及川 周一 会員 

（職業分類）（総合）建設業 


