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２０２１－２０２２年度 (№１０）第３０７３回

本日の予定
米山奨学生
東北大学大学院情報科学研究科情報基礎科学専攻

ソフィア エルザ フィルディアニー様
「インドネシアのバーチャルツアー：
一周巡りましょう！」
次回（１１月１８日）の予定
社会福祉法人想伝舎食と森の保育園
園長 四釜 喜愛 様

予 定
11 月 25 日
12 月 2 日
12 月 6 日
12 月 9 日

例会（令和３年１１月４日）

定例理事会（１２月）
休会（勤労感謝の日振替）
合同幹事会
休会（クラブ定款第 7 条 1-d により）

前回のゲスト（１０月２１日） （敬称略）
㈱本間青果 代表取締役 本間 充
前回のビジター（１０月２１日） （敬称略）
広島東南ロータリークラブ
要田 昭治
菅 富誉樹

「乳幼児の学びを大人社会へ」
※11 月 14 日の例会は移動例会「小学生女子
サッカー大会」に振替予定でしたが、延期
の為ありません。
＊広島豪雨災害義援金の返礼

出席率 クラブ会員数４２名
９月３０日 ６２．７９％
１０月 ７日 ６６．６７％
１０月２１日 ５７．１４％（１１月２日現在）

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
今年度累計額

１０５，０００円
２３４，０００円

にお出でくださいました。

仙台南-白石ロータリー衛星クラブ 麻生菜穂美

お誕生日おめでとうございます
１１月１１日
小松
優 会員
ご結婚記念日おめでとうございます
１１月 ６日
鈴木 洋一 会員
１１月 ９日
加藤 秀次 会員
１１月１０日
日置 道隆 会員
（11/11 分繰上げ紹介）

１１月「ロータリー財団月間」

１
１１
１月
月ロ
ロー
ータ
タリ
リー
ーレ
レー
ート
ト

＄１=￥１１４

前回の例会報告
「真の経営者を目指して」
株式会社本間青果

代表取締役

本間

充様

皆様 こんにちは。
株式会社本間青果の本間と申します。
この度はお声掛けをいただきましてありがとうご
ざいます。心より感謝を申し上げます。
私共本間青果は昭和 48 年に私の父が起業した会
社で今年で創業 49 年になります。父の後に母、
そして私と代表を引き継いで参りまして私で 3 代
目となります。
私は 2011 年より代表を引き継ぎまして今年で丸
10 年を迎えたのですが、父が早くに亡くなった
ため一緒に仕事をした経験がなく、創業者の精神
やパワーを身近に肌で感じたり引き継いだりとい
う機会がありませんでした。その為、そういう方
たちへの憧れが半分と、もう半分は劣等感のよう
な感情を持ちながら経営して参りました。
そんな中で経営者として 10 年目になるのを節目
に次の 10 年に向けて新たなチャレンジをして行
くために様々なことに取り組むための会社を「イ
チ」から立ち上げようと決意しました。
創業者としての「ゼロ」から「イチ」を生み出す

能力が自分に
どれ程あるの
か、あとは憧
れや不安を持
っていた立場に実際自分が立った時に経営者とし
てどのように成長していくのかというのを 10 年
という節目で一度確認しておきたかったからであ
ります。
1 年近く何をするのかなどの計画を立て 2019 年
10 月に新たな会社を設立しました。コロナ禍の
真っ只中ではありましたが、今更後戻りはできな
いと決断しました。案の定、今は本体と共に最
悪の状況でありますが日々奮闘しております。
今回の「真の経営者を目指して」という題目はそ
れを目指して今までやってきたことではなく、そ
うなるためにこれから取り組んでいくことをお話
させて頂こうと考えております。
限られた時間ではありますが、どうぞよろしくお
願いいたします。

第１回岩松正記会長杯ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会

幹事

中澤幸夫会員

（写真 佐々木利晃会員・中澤幸夫会員）
開催日：２０２１年１０月３０日（土）
場

所：仙台空港カントリークラブ

参加者：会員９名 ゲスト１名
１０月３０日（土）に第１回岩松正記会長杯を開
催いたしました。
今年度初めてのコンペ、秋晴れの絶好のゴルフ日
和となり１名のゲストを含む１０名、３組での競
技となりました。
西尾会員がベストグロス賞と合わせて優勝されま
した。
参加者全員が楽しく和やかな雰囲気の中で楽しく
プレーすることができて、更に親交を深めること
ができました。

広島東南ロータリークラブ様：
広島東南ロータリークラブ

パスト会長 吉田信秀様：

広島東南ロータリークラブ

会長 要田昭治様：

広島東南ロータリークラブ

副会長 菅富誉樹様：

広島東南ロータリークラブ

幹事 森原弘昌様：

坂本 正憲会員：誕生日のお祝いありがとうございました。傘寿に向けて精進していきます。
星

毅会員：広島東南ロータリークラブより、要田会長、菅副会長ようこそいらっしゃいました。

ニコニコです。
鈴木

俊一会員：広島東南からようこそ！スピーカー本間様こんにちは。仙台南ロータリークラブの例

会においでいただきまして感謝いたします。
山家 雪雄会員：ようこそいらっしゃいました。広島東南ＲＣ 要田会長、菅副会長、仙台南ＲＣの例会
を楽しんで下さい。麻生議長、同様に楽しんでください。本間さん、いつもすばらしい果物に感謝し、
かつ卓話を楽しんでお伺いできれば幸いです。
岩松 正記会員：①広島東南ロータリークラブ 要田会長、菅副会長、ようこそいらっしゃいませ。
②本間さん、卓話よろしくお願いします。
堀川 順弘会員：先月 9 月 30 日、東武鉄道㈱定年を迎えました。これからの 5 年、その先の人生設計
を考える時になりました。ホテルも大変厳しい状況ですが、まずは 11 月 6 日のＲＬＩパート 2 研修リ
ーダー頑張ります。本日の卓話本間社長様、宜しくお願い致します。
茂木 宏友会員：広島東南ＲＣ 要田会長、菅副会長、ご来仙ありがとうございます。
菊地 宏幸会員：前回、結婚記念日のお祝いありがとうございました。22 年です。
早坂 慎一会員：本間さん、本日はようこそおいで頂きました。卓話楽しみにしております。
及川

周一会員：１０/９に参加させていただきました芋煮会、とても楽しく過ごさせていただきまし

た。メインの芋煮、大変おいしかったです。ニコニコ。

本 日 の M E N U：松花堂弁当（仙台なだ万）
≪造

り≫ 鯛重ね作り

あしらい しょう油 より人参 山葵

≪デザート≫ 千代子 季節のプリン
≪焼 き 物≫ 銀鱈柚庵焼き 厚焼き玉子 茗荷 粟麩田楽 揚げ野菜つみれ 焼き青唐
≪煮

物≫ 蕪含め煮 里芋 南瓜 人参 飛竜頭 青味 餡掛け

≪食

事≫ 白御飯 ゆかり 奈良漬け

≪味 噌 汁≫ 仙台味噌仕立て 巻麩 葱 あおさ海苔

