
 

次年度地区役員委嘱状 
 

山家会長より、以下の次年度地区役員への委嘱状を代表

の加藤秀次会員にお渡ししました。 
 

高木信三会員、坂本正憲会員、 

加藤秀次会員、侯殿昌会員、 

山家雪雄会員、岩松記会員、 

熊谷晴樹会員、五十嵐章会員、 

西尾章会員、半澤修司会員、 

近藤まい子会員、佐藤博美会員、 

石井岳朗会員、日置道隆会員、 

和田政宗会員、佐々木利晃会員、 

武田文孝会員、堀川順弘会員、 

岩井美和会員、熊谷一也会員、 

茂木宏友会員、小松優会員、 

千葉ミオ会員、村口聡会員、 

菊地宏幸会員、鈴木洋一会員、 

早坂慎一会員、木坂尚文会員、 

三浦一晃会員、佐藤建治会員、菱沼清彌会員、佐藤将太会員 

芳賀剛会員、千田惠一会員、後藤公伸会員、及川周一会員、 

中澤幸夫会員、今野勝彦会員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

本日の予定 
 

（株）プレスアート 代表取締役社長 

今野 勝彦 会員 

「地域メディアの役割とこれからの 

ビジョン」 
 

次回（２月１８日）の予定 
 

東通インテグレート（株） 

代表取締役社長 佐藤 博美 会員 

「TV 会議・WEB 会議のご説明とデモン 

ストレーション」 

 

※2 月 11 日例会は祝日（建国記念日）のため 

例会はありません。 

予 定 

2月 11日 祝日の為例会なし（建国記念日） 

2月 14日 地区チーム研修セミナー（ＺＯＯＭ） 

2月 21日 第 7分区インターシティミーティング 

2月 25日 通常例会「新春の舞と和食を愉しむ会」 

3月 1日 合同幹事会 

3月 4日 定例理事会 
 

☆新型コロナウィルス感染対策のため、仙台ＲＡＣ例会は当面の

間移動例会となります。 

出席率 クラブ会員数４６名    

１月１４日 ６３．０４％ 

１月２１日 ４５．６５％ 

１月２８日 ５０．００％ （２月３日現在） 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    １１，０００円 

今年度累計額   ４２６，０００円 
 

 

 

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 (№２４）第３０５３回 例会（令和３年２月４日） 

前回のゲスト（１月２８日） （敬称略） 

仙台泉ＲＣ米山奨学生 周 擇誉 

 

 

 
前回のビジター（１月２８日） （敬称略） 

仙台泉ＲＣ 幹事 髙橋 渉 

 

 

 

お誕生日おめでとうございます 

２月 ５日  星   毅 会員 

２月１３日  大江 広満 会員 

２月１６日  高木 信三 会員 
（2 月 11 日祝日のため繰上げ紹介） 

ご結婚記念日おめでとうございます 

２月１１日  和田 政宗 会員 

２月１２日  半澤 修司 会員 

２月１７日  佐藤  仁 会員 
（2 月 11 日祝日のため繰上げ紹介） 

 



 

 
 
 

 「私と日本」  
 

仙台泉ＲＣ米山奨学生 周 擇誉 様 
 

この度はこの卓話の機会を頂きまして誠にありが

とうございます。 
 

今回の卓話では、私自身について、なぜ日本に来た

か、また日本での留学生活についてお話ししたいと

思います。自分は中国出身のため、地元の紹介など

も入れたので、自分のスピーチを通して、中国につ

いてもっと知っていただけたら嬉しいです。 
 

私の出身は中国の東北地方にある遼寧省本溪市と

いう町です。小学校は地元の学校を通いました。中

学からはとなりの瀋陽市という、遼寧省で一番大き

い街の学校を通いました。そして、高校を卒業した

年、2015 年に日本に来ました。 
 

故郷の本溪市についてですが、本溪市は遼寧省の東

部に所在し、人口は 144.52 万人(2019 年)です。周

辺地域で豊富な鉄鉱石や石炭が産出されており、製

鉄都市として知られています。気候は仙台より寒く、

年間の平均気温は 6.1~7.8℃です。観光名所として、

アジア最長の地下水に湛えられた洞窟といわれて

いる本溪水洞や紅葉の名所である関門山がありま

す。 
 

次に、遼寧省といえば一番大きい町である瀋陽市が

知られているかと思います。瀋陽市の面積は 12948 

km²であり、人口は 2018 年のデータで 831.6 万人

います。瀋陽桃仙国

際空港という国際

空港があり、日本、

韓国、シンガポール、

ドイツ、タイ、アメリカなど多くの国と直行便を出

しています。また、瀋陽市に飛行機を作る工場や自

動車を作る工場が沢山あって、工業都市として知ら

れています。 
 

最後に自分の話をさせていただきます。私は中学三

年の頃から学校の授業で日本語を勉強し始めまし

た。日本語を勉強する時にリスニングの練習として、

日本のドラマや映画を見るようになりました。初め

て見た日本のドラマはドラゴン桜です。ドラゴン桜

を見て、私は日本のドラマが好きになりました。 

中国や韓国ドラマと違い、短くて、しかも話がと 

ても面白いからです。その後、プロポーズ大作戦や

クロサギなど、いろんな日本のドラマを見て、私も

日本で生活してみたいと思いました。ドラマで見た

景色を自分の目で見てみたいと思いました。よって

日本への留学を決めました。 
 

今私は東北大学医学部の五年生として勉強してい

ます。これからも頑張っていきたいと思います。ご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の例会報告 

 

２月 「平和と紛争予防／紛争解決月間」 

本 日 の M E N U：中国料理 
 

 

〇芋サラダ  〇水餃子  〇椎茸・山芋・長葱の煮込み 

〇白麻婆豆腐  〇キムチと春雨の豚バラ炒め・青菜添え 

〇搾菜  〇春巻き  〇鰈の甘酢  〇白飯 

〇野菜スープ  〇杏仁豆腐 

２２２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＄＄==￥￥１１００４４   

仙台泉ＲＣ幹事 髙橋渉様：本日はお招きいただきありがとうございます。 

和田 達雄会員：いいことが思いあたらない！里帰りしていた次女が戻ってしまった。双子がいない。

ただ、引っ越しをして、近くの桂に住むようになったので、孫に会いに行きやすくてニコニコ。 

山家 雪雄会員：仙台泉 RC 高橋渉幹事、引率ご苦労様です。同クラブ米山奨学生 周擇誉さん、仙台の

雪楽しまれたでしょうか？当クラブの例会を楽しんで下さい。 

佐藤 博美会員：久々の参加です。今年もよろしくお願い致します。 

大江 広満会員：仙台泉 RC 髙橋幹事、米山奨学生 周様、ようこそお越し下さいました。仙台南 RC の

例会をお楽しみ下さい。 

堀川 順弘会員：何があっても前を向いてニコニコ。 

 

 

2021-2022 年度版ロータリー手帳 
 

予約締切 2 月 24 日（水） 
 

購入申し込みは事務局まで

（TEL223-3652） 
 

1 冊 ７００円 

（5 月下旬出来上がり予定） 


