
 

2021-2022年度ガバナー事務所開設のお知らせ 

開設日：2021 年 7 月 1 日（木） 

事務所：青葉区本町 1-1-8 日本オフィスビル 8Ｆ4 

電話：224-0151 FAX：224-0152 

E-mail：ri2520-sendai@sage.ocn.ne.jp 

勤務時間：9：00～17：00（土・日・祝日 休業） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

本日の予定 
 

「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 
 

次回（７月１５日）の予定 
 

「三役慰労会」 

＊臨時総会 
 

※７月２２日の例会は祝日の為休会です。 

 ７月２９日の例会はクラブ定款第 7 条 1-d により 

休会です。 
 

予 定 

7月 15日 三役慰労会・臨時総会 

7月 22日 休会（祝日の為） 

7月 29日 休会（クラブ定款第 7条 1-dにより） 

7月 31日 ＲＬＩディスカッションリーダー研修 

8月 5日 定例理事会 

 

 

 
 

出席率 クラブ会員数４３名    

６月１０日 ６８．８９％ 

６月１７日 ６６．６７％ 

６月２４日 ６６．６７％ （７月７日現在） 

 

前年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    ３４，０００円 

前年度累計額   ６１３，０００円 
 

 

 

前回のゲスト（６月２４日） （敬称略） 

なし 

 

 

 

お誕生日おめでとうございます 

なし 

週 報 

 

RI 会長        シェカール メータ 

D.2520 ガバナー    鈴木 俊一 

仙台南ＲＣ会長    岩松 正記 

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  岩松 正記 
副 会 長  山下 晴輝、高木 信三 
幹 事  茂木 宏友 
プログラム  早坂 慎一 佐々木利晃 日置 道隆 
情報委員会   芳賀  剛 

２０２１－２０２２年度 (№１）第３０６４回 例会（令和３年７月８日） 

 

米山記念奨学会寄付 
 

６月２４日  坂本 正憲 会員 

 

前回のビジター（６月２４日） （敬称略） 

仙台南-白石ロータリー衛星クラブ 麻生 菜穂美 

 

 

 

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 

mailto:ri2520-sendai@sage.ocn.ne.jp


  

 

 

 
（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） 

 
 

  

 

 

 
年金の窓口㈱ 

代表取締役 

（損害保険） 

  

 

 

 
（有）酒のマリオ 

代表取締役 

（マンション経営） 

） 

 

 

 

 
会長 岩松正記会員  

 

この度、歴史と伝統ある仙

台南ロータリークラブの第

65 代会長に就任いたしまし

た。入会当初はこのような

日は遥か先のことと思って

おりましたが、コロナ禍で

落ち着かない状況下での会

長就任は自らに課せられた宿命と身の引き締まる

思いで一杯です。 

 さて今年度、当クラブはガバナー輩出クラブとし

ての重責を担っています。それと同時に新型コロナ

ウィルス感染症にも対応しなければなりません。何

もしない、何も変えないのは楽でいい。しかしそれ

は社会のリーダーたるロータリアンの姿勢として

相応しくないと考えます。 

 それらを踏まえた上で、今期の目標は「会員の交

流を通じてクラブの維持を図ることとします。 

 ロータリー活動の基本単位は個人ですが、クラブ

があるからこそ、それらの活動ができるものと考え

ます。せっかくのガバナー輩出年度ですので、クラ

ブ本来の活動に加え、地区の活動にも各会員が参加

していただき、個々人がロータリー活動を楽しめる

ようなクラブ運営を行ってまいる所存です。会長の

独断独断とならぬよう、幹事や理事の皆さんには暴

走しかねない私めの手綱をしっかりと握ってい 

ただくようお願いいたします。 

 
 
副会長（次期会長）・クラブ奉仕委員長 山下晴輝会員  
 

 

 入会させて頂き 11 年が経

ち、歴史ある仙台南ロータリ

ークラブの次期会長に 

なれる事に、とても光栄に思

っております。同時にこれま

での 11 年間、頑張 

って来て良かったと、自分を褒めてあげたい気持ち

でおります。 

副会長として、クラブ奉仕委員長として、以下 3 点

に注力して行動して参りたいと思 

います。 

１， 岩松会長と茂木幹事のお役に立つ 

２， 鈴木ガバナーを盛り立てれるクラブ運営 

３， 仙台南ロータリー会員のロータリーライ

フが充実されるように努める 

皆様の暖かいご支援を宜しくお願い申し上げます。 

 
 
副会長 高木信三会員  
 

 

前年度にひき続き、副会

長を仰せつかりましたが、

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。 

 岩松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、微力を尽くして参りま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 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＄＄==￥￥１１１１１１   

2021-2022 年度 三役・五大奉仕委員長就任挨拶 

 



  

 

 

 

 
大和電設工業（株） 

執行役員 

（通信設備工事） 

 

  

 

 

 
㈱小松建設 

代表取締役 

（建築業-土木建築） 

） 

  

 

 

 
（株）菊平石材店 

代表取締役社長 

（石材工業） 

 

 
職業奉仕委員長 三浦一晃会員 

    

この度、職業奉仕委員長を

拝命いたしましたのでご挨

拶申し上げます。コロナ禍

により満足に活動できなか

った2020-2021年度でした

が本年度はワクチン効果に

より第２Q（10 月～）から

は本格的な活動ができるも

のと予想されると仮定いたしまして、以下の機会を

積極的に設けて本クラブ活動の活性化につなげて

いきたいと思っております。 

 

１．その時勢に話題となっている ICT 企業、仙台市

スーパーシティ構想参画会社等への職場訪問及び

トップクラスの卓話等を実施し、ロータリー五大奉

仕の「職業奉仕」活動について会員相互の理解度

UP を目指す。 

２．同時に、企業の社是、理念、経営方針を学ぶこ

とによる会員相互の良好な交流関係の構築を目指

すとともに、会員個々人の成長 UP にもつなげたい。 

 

鈴木ガバナー就任年度にあたり、2520 地区代表クラ

ブの名に恥じないように岩松会長方針をもとに「職

業奉仕活動」に知恵を出しながら活動に邁進してい

く所存であります。会員皆さまのご指導及びご協力

よろしくお願い申し上げます。 

 

 
 
社会奉仕委員長 小松 優会員 
 

この度、社会奉仕委員長

に仰せつかりました小松

です。 

例年当クラブの社会奉仕

活動は主に二つです。 

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 

今年度は当クラブよりガバナーを輩出しておりま

すので、三番目に地区行事の海岸清掃に参加したい

と考えております。 

岩松会長の活動方針のもと、コロナ禍により世の

中が大きく変化する中ロータリアン個人、またロー

タリークラブとして地域のために何ができるかを

考え実践できるように皆様のご支援・ご協力の程宜

しくお願い致します。 

 

 
国際奉仕委員長 菊地宏幸会員   
 

本年度、国際奉仕委員会

委員長を仰せつかりました

菊地です。 

コロナウィルス問題は昨

今ワクチンの普及が進んで

おりますが、現時点では本

年度も渡航・交友等の直接

的な活動計画は難しいと思われます。このような状

況ですが、2021-2022 年度国際ロータリーのテーマ

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

のもと、各委員会と協力しながら、国際プロジェク

ト、地区の活動に積極的に協力をしていきたいと思

います。 

また青少年交換においても、来日生の受け入れ及

び派遣もございませんが、次年度の活動を含め随時

対応してまいります。 

現在、私も含め入会歴の浅い会員が増えておりま

すので、改めて国際奉仕とは何か、それにおける当

クラブの活動の歴史などを学ぶ機会を設けて理解

を深める活動もできればと考えております。１年間

宜しくお願い致します。 

 

 

 



  

 

 

 
 

（株）清菱 

代表取締役社長 

（マンション経営） 

 

  

 

 

 

 
司法書士茂木宏友事務所 

代表 

（司法書士） 

 

青少年奉仕委員長 菱沼清彌会員   
 

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。 

 本年度は『インターアクト委員会』・『ローターア

クト委員会』も同一メンバーで構成させていただき

ますので意思決定を迅速にし、必要な支援を行って

まいります。 

 
 
 

幹事 茂木宏友会員   
 

新型コロナウィルスの

世界的な流行にともない、

ロータリークラブの活動

が十分にできない状態が

続いておりますが、このよ

うな状況下だからこそロ

ータリー活動の根底であ

る奉仕の理念のもと、岩松会長の活動方針を具体化

してまいりたいと思います。 

コロナ禍で活動ができなかった事業費を還元す

る意味で、会費の一部免除を行い、活動縮小にとも

なう予算の見直しを行い、例会の開催方法や予算を

かけない事業の進め方を検討してまいります。 

鈴木俊一ガバナーを輩出する年度でありますの

で、２５２０地区の活動にも積極的に協力してま 

いりたいと思います。 

不慣れな点が多くご迷惑をおかけすることが

多々あるかと存じますが、精一杯努めてまいります

ので何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

2019-2020 年度  

◇ガバナー特別賞「丸森町災害ボランティア参加」 

◇ガバナー賞「純増会員賞」 

◇  〃  「新入会員 3 名以上増強 鈴木俊一会員」 

 

2020-2021 年度  

◇ガバナー賞「純増会員クラブ賞」 

◇  〃  「RLI 研修参加（昨年度・今年度 2 カ年」 

◇  〃  「出席率優秀個人賞(40 年) 高木信三会員」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩ第 2520 地区より表彰記念品が届きました 



 

 

仙台南-白石ロータリー衛星クラブ 議長 麻生菜穂美様：今年度は皆様に大変お世話になりました。 

感謝申し上げます。 

松良 千廣会員：ワクチン 2 回目終了しました。倦怠感で 1 日休みました。 

星   毅会員：山家会長、大江幹事、理事の皆様方、ごくろうさまです。 

鈴木 俊一会員：先週６/２０結婚記念日でした。ロータリーの例会で知りました。家族で（夫婦と長 

女の 3 名）今週国際ホテル様でお祝い食事を致します。本日は山家会長最終日です。お疲れ様です。 

ありがとうございます。 

岩松 正記会員：山家会長、大江幹事、1 年間お疲れ様でした。 

熊谷 晴樹会員：今期最終例会ですね。山家会長、大江幹事、一年間お疲れさまでした。 

和田 政宗会員：遅くなりましたが、結婚記念日のお祝いをいただき有難うございました。通常国会は

先週閉会しましたが、ワクチン接種を進め、景気対策をしっかり打ち、皆さんがニコニコになれるよう

頑張ります！ 

佐々木利晃会員：山家会長、大江幹事、一年間お疲れ様でございました。いろいろ大変な一年でしたが、

ありがとうございました！ 

大江 広満会員：1 年間本当にありがとうございました。色々いたらないところもあり、ご不便をおか

けしました。皆様にささえられ無事幹事を達成することができました。 

武田 文孝会員：次年度もがんばります。 

堀川 順弘会員：山家会長、大江幹事、五大奉仕委員長様、一年間本当にお疲れ様でした。ありがとう

ございました。 

熊谷 一也会員：山家年度 1 年間お疲れさまでした。21 日花の杜ゴルフクラブでクマに遭遇しました。

7 番アイアンを握りしめて後ずさりで逃げましたが、無事でニコニコです。 

小松  優会員：山家会長、コロナの中、1 年間ご苦労様でした。 

千葉 ミオ会員：コロナで延期になっていた長女の結婚式が週末あります。晴れるといいなー 

菊地 宏幸会員：山家会長、大江幹事、1 年間おつかれ様でした。 

早坂 慎一会員：山家会長、大江幹事、コロナ禍で運営が大変難しい中、1 年間ありがとうございまし

た！！ 

芳賀  剛会員：山家会長、一年間ありがとうございました。 

中澤 幸夫会員：山家長、大江幹事、各委員長様方、大変おつかれ様でした。 

 


