
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

本日の予定 
 

「三役・五大奉仕委員長退任挨拶」 

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８日）の予定 
 

「三役・五大奉仕委員長就任挨拶」 

会 長         岩松 正記 会員 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 山下 晴輝 会員 

副会長         高木 信三 会員 

職業奉仕委員長     三浦 一晃 会員 

社会奉仕委員長     小松  優 会員 

国際奉仕委員長     菊地 宏幸 会員 

青少年奉仕委員長    菱沼 清彌 会員 

幹 事         茂木 宏友 会員 
 

※７月１日の例会は休会です。 

（クラブ定款第 7 条 1-d により） 
 

予 定 

7月 1日 休会（クラブ定款第 7条 1-dにより） 

7月 5日 合同幹事会 

7月 8日 定例理事会 

 〃   三役・五大奉仕委員長就任挨拶 

7月 15日 三役慰労会・臨時総会 

 

 

 
 

出席率 クラブ会員数４５名    

６月 ３日 ６２．２２％ 

６月１０日 ６８．８９％ 

６月１７日 ６４．４４％ （６月２３日現在） 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    １４，０００円 

今年度累計額   ５７９，０００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 (№３４）第３０６３回 例会（令和３年６月２４日） 

前回のゲスト・ビジター（６月１７日） （敬称略） 

なし 

 

 

 

松良 千廣会員：ワクチン 1 回目、若い皆さんは痛くて腕

が上がらないそうですが私は全く痛みを感じませんでし

た。私が変なのでしょうか。 

加藤 秀次会員：誕生祝いありがとうございます。この年

では別にうれしくもありませんが…。 

山家 雪雄会員：ロータリーの例会回数には「ロス オブ 

タイム」がありません。あと一回となりました。改めて 

一年間ありがとうございます。 

岩松 正記会員：このあと向かいのビルで税理士会の総会

です。来年度も引き続き常務理事をやります。 

大江 広満会員：クラブアッセンブリーのご用意を頂きま

した。各委員長の皆様本日はよろしくお願いします。 

岩井 美和会員：青葉区の飲食店も今週から通常業務にな

りました。これからです！！まずはニコニコ！！ 

早坂 慎一会員：昨日ゴルフ同好会の今年度最後のコンペ

が開催されました。皆さん笑顔で終わったのでニコニコで

す。 

お誕生日・ご結婚記念日おめでとうございます 

なし 



 

 

 
 
 

「クラブアッセンブリー「今年度報告書、次年度計画書」 
 

＊2020-2021 年度活動報告、2021-2022 年度活動計画の発表が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ゴルフ同好会 幹事 早坂慎一会員 
 

開催日：２０２１年６月１６日（水） 

場 所：泉国際ゴルフ倶楽部 

参加者：７名 
 

 絶好のゴルフ日和の中、今年度最後のゴルフコ

ンペが開催されました。コロナ禍ということもあ

って参加者は 7 名でしたが、終始笑いに包まれた

楽しいコンペとなりました。 

 今回はダブルぺリアの青天井（ハンデキャップ

制限なし）で行いましたが優勝はやはりこの人、

西尾会員！やはりもってます。駆けつけて頂いた

山家会長から豪華な優勝カップが授与されました。

表彰式も和やかな雰囲気でお互いの健闘を称え合

いました。 

 ここで、2 年間務めた幹事を次年度は中澤会員

に引き継ぐことにさせて頂きました。何とか役目

を無事終えることができてほっとしております。 

今年度はコロナであまり予算を使えませんでし

たので、相談して来年度のゴルフ同好会会費は無

料ということになりました。来年度からは一会員

として同好会を盛り上げ、楽しみたいと思います。

2 年間ありがとうございました。 

 

前回の例会報告 

第２回山家雪雄会長杯ゴルフコンペ報告 



  

 

 

 
（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  

 

我国を始め全世界的に新型

コロナ禍がまん延並びに変

異株が猛威を振るっている。

この様な厳 

しい環境の中にあって、感

染拡大防止等への細心の注

意を図りながら、かつ会員各位の協力を得 

ながら以下の行事に取り込むことができました。 
 

(1) 2020 年 10 月 10 日(土)仙台南ロータリークラ

ブ主催（100 名）ピアニスト杉元太ピアノコン

サート 

(2) 同年 11 月 19 日(木)『国際ロータリークラブ加

盟伝達式並びにチャーターナイト』 

仙台南－白石ロータリー衛星クラブ（チャータ

ーメンバー15 名）仙台南－白石ロータリー衛星

クラブ初代議長麻生菜穂美 

(3) 2021 年 1 月 21 日(木)『松良千廣会員旭日小綬

章祝賀会』生音楽演奏で祝った。  

(4) 同年 3 月 3 日(水)『白石市の各施設へ足踏み式

消毒スタンド他寄贈式』 

(5) 同年 4 月 8 日(木)『米山留学生（ソフィア・エ

ルザ フィルディアニーさん）』 

  東北大学医学系博士課程 カウンセラー坂本

米山委員長 
 

例会、各種行事に関し、突然の変更や中止を委員長

さん始め多くの会員の皆様に相当のご負担をお掛

けしてしまった。会員の皆様のご協力とご理解のお

かげの一言に尽きます。ありがとうございます。 

 
 
副会長（次期会長）・クラブ奉仕委員長 岩松正記会員  
 

 クラブ奉仕委員会はロー

タリー活動の根幹として各

委員会のつなぎ役となれる

よう活動する部門ですが、今

年度は新型コロナウィルス感染症の影響で思うよ

うな活動ができませんでした。次年度以降も感染状

況を考慮しつつ活動していく所存です。 

 

 
 
 

 
副会長 高木信三会員  
 

 

あいにくのコロナ下でした

が、山家会長のリーダーシ

ップと大江幹事の行政手腕

により、有意義で楽しいク

ラブ運営ができました。 

 地区研修・協議会も無事終了し、鈴木俊一ガバ

ナー年度を待つばかりです。一年間、有難うござ

いました。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ６月 「ロータリー親睦活動月間」 

６６６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＄＄==￥￥１１００９９   

2020-2021 年度 三役・五大奉仕委員長退任挨拶 

 



  

 

 

 
（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） 

 

 
職業奉仕委員長 菊地宏幸会員 

    

本年度も新型コロナウィ

ルス感染拡大の影響は大き

く、例年行っている職場訪

問は見合わせることとなり

ました。その代わりとしま

して訪問を予定しておりま

した、株式会社ポラリス 

代表取締役 橋本展行様に例会にお越しいただき、

障碍者雇用における成功例や問題点について卓話

をしていただきました。 

コロナ禍で職業奉仕委員会として何ができるのか

と考えましたが、思うように活動できず力不足を感

じております。しかしながらとても貴重な経験をさ

せていただいたと感謝いたしております。一年間ご

協力ありがとうございました。 

 

 
 
社会奉仕委員長 熊谷一也会員 

 

コロナ感染拡大の影響に

より、年度初めからさまざ

まな活動が制限される状

況が続いておりましたの

で、責務が果たせるかどう

か不安を感じながらのス

タートでした。 

今年で８回目を迎える予定だったガールズエイト

Ｕ-１２サッカー大会は、早々に中止に追い込まれ、

子供たちの明るい笑顔に触れることができなかっ

たこと、そして何よりも会員の皆様と一緒に活動で

きる貴重な機会を奪われてしまったことは非常に

残念でした。 

このようなコロナ禍での活動にあたっては、いろい

ろな局面で山家会長・大江幹事はじめ多くの皆様か

らのアドバイスやご協力をいただきました。 

宮城県視覚支援学校への奨学金支援、中止となっ 

たサッカー大会に参加予定だったチームへの練習

グッズの支援、そして白石市に対する足踏み式消毒

スタンドの寄贈支援など、振り返ると反省点もあり

ますが、おかげさまでなんとか乗り切ることができ

ました。 

皆様のご支援、ご協力に心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

 

 

 

 
国際奉仕委員長 加藤秀次会員   
 

今年度はコロナ蔓延の影

響により、あらゆる国際奉

仕活動の停止を余儀なくさ

れました。次年度も青少年

交換事業の中止が決定して

おります。よって報告する何ものもございません。 

1 日も早いワクチンの接種と流行の終焉を望むば

かりです。同時に国際奉仕の目標に全く反する「あ

らゆる差別」を許してはならないと心から思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 の M E N U：中国料理 

〇春雨と魚介の辛味煮込み炒め  〇冬瓜と蟹肉の芙蓉  〇大根と鶏肉のトーチ煮込み 

〇麻婆茄子  〇香の物  〇春巻き  〇鶏ウィング  〇肉焼売  〇蟹肉金沙 

〇白飯  〇鶏と豚ひき肉の蒸しスープ  〇杏仁豆腐 



  

 

 

 
（株）橋本店 
代表取締役専務 

（（総合）建設業） 

 

  

 

 

 
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） 

 

 

青少年奉仕委員長 武田文孝会員   
 

本年度については残念

ながらコロナウイルスの

影響により、主たる活動も

中止となり委員会活動も

開催できませんでした。 

そのような状況の中、８

月予定のインターアクト年次大会中止の代替え行

事「ロータリー重点分野に関するレポート募集」で

常盤木学園高等学校 2年佐々木麻由佳さんが地区で

表彰を受け 11/5 当クラブ例会でレポートを発表の

場を設けることが出来ました。 

コロナ収束しましたら改めて当クラブとして継

続活動したいと思います。 

以下参考です。 

 3/14 ローターアクト研修会（オンライン）は仙台

RAC からは参加者なし、5/1 全国 RYLA 研究会（ハ

イブリッド型）も同参加者なしでした。 

 

 
幹事 大江広満会員   

 

 新型コロナウイルスと

ロータリー活動の舵取り

に悩みながらの一年でし

た。 

 コロナがなければ・・・

「今頃みんなとお酒を飲

めたのに」、「藤沢にも行っ

ていたよね」、「●●さん、例会に誘ってみよう思っ

ていたのだけど」、「歳忘れ家族会ではおいしいワイ

ンを飲もうと思ったけれど・・」と、「コロナがな

ければ」に続くことがありすぎました。 

 しかしながら、そのような中でも１０月には常盤

木学園協力のもと、杉本太さんのピアノコンサート

開催できたこと、11 月には数年来の計画であった仙

台南・白石ロータリー衛生クラブ発足によるチャー

ターナイトの開催、そして 15 名の新しい仲間を迎

え入れることができたことはとても良い思い出で

す。 

 一方で新型コロナウイルスに対し、仙台南ロータ

リークラブとして地域や社会に貢献できることは

ないかと模索するなか、社会奉仕活動の一環として、

小学生女子サッカー大会中止も、過去に当大会に出

場していただいたクラブチームにビブス、ボールケ

ース、簡易ゴールなどを寄贈しました。各チームか

ら贈呈品を使用している動画や、贈呈品を前に記念

撮影していただいた写真が送られてきました。選手

たちも大会の中止だけではなく、たくさんの制限を

強いられるなかですが、写真や動画には笑顔が溢れ

ていたことを嬉しく思います。 

 同じく、新型コロナウイルスに対する社会奉仕活

動の一環として、仙台南・白石ロータリー衛生クラ

ブ発足のご縁で、白石市に足踏み式消毒器具を 64

台寄贈させていただきました。大量の器具購入に関

し、熊谷社会奉仕委員長にご対応いただきました。

寄贈式典では山田白石市長より山家会長に感謝状

が手渡され、贈呈式の様子とこの取り組みが新聞に

取り上げられました。足踏み式消毒器具は、白石城

をはじめとする主要施設の他、放課後児童クラブ等

に寄贈されました。感染の収束どころか変異株の発

生等、あらたな局面を迎えつつある状況において、

感染拡大防止の大きなツールとなることは間違い

ないと思います。 

 夜間例会の開催も難しい状況でしたが、早坂親睦

委員長の企画、佐々木プログラム委員長の調整と、

近藤会員、白石衛生クラブ麻生議長のご協力により、

夜間例会を昼の時間帯に開催するも、音楽や日本舞

踊と「黙食」と旬の料理を合わせる等、新しい楽し

み方を創出していただきました。 

 例会や理事会等も必要であればリアルとリモー

トのハイブリット開催できる環境も整いました。

「いつか収まる」と期待しているだけでなく、新し

いかたちのロータリークラブを模索し、会員継続の

維持ならびに増強はますます大きな課題となって

参ります。次年度もコロナへの対応が予想できない

状況にありますが、コロナ渦を経験した幹事として

の経験を活かしつつ、楽しみながら会の運営をお手

伝いできれば幸いです。 

 
 

 

 


