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２０２１－２０２２年度 (№１３）第３０７６回

本日の予定
夜間例会
「２０２１年年忘れ家族会」
＊年次総会
次回（１２月２３日）の予定
Ｄ2520

2021-22 代表幹事

星

毅

会員

例会（令和３年１２月１６日）

予 定
12 月 17 日 仙台南 RC 米山奨学生 仙台ﾚｲﾝﾎﾞｰ RC 卓話
12 月 30 日 年末年始休会
1 月 6 日 定例理事会
移動例会≪ウエスティンホテル仙台≫
「三役五大奉仕委員長年頭挨拶」
前回のゲスト（１１月２５日） （敬称略）
宮城県立視覚支援学校 校長 石墨安洋
前回のビジター（１１月２５日） （敬称略）
なし

「ロータリー雑学」
※12 月 30 日例会は休会です。
（クラブ定款第 7 条 1-ｄにより）

出席率 クラブ会員数４２名
１１月 ４日 ６８．２９％
１１月１８日 ５７．１４％
１１月２５日 ７１．４３％（12 月 15 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

６，０００円
２６２，０００円

米山記念奨学会寄付
１１月２５日

岩井 美和 会員

仙台南-白石ロータリー衛星クラブ 麻生菜穂美

米山奨学生

奨学金授与式

日時：１２月２日（木）12：00～
会場：仙台国際ホテル１Ｆ

ロビー

東北大学情報科学研究科博士課程 2 年
ソフィア・エルザ・フィルディアニーさん

お

礼

状

岩松会長より三浦一晃会員を通して、地区補助金プロ
ジェクト「学校関係者を新型コロナウィルス感染から
守るためのプロジェクト」に多大なご協力をいただい
た大和電設工業㈱様へお礼状をお渡ししました。

前回の例会報告
「建設業の取組」
株式会社橋本店
代表取締役専務

営業本部長

武田文孝 会員

本日は お時間いただき有難うございます。

共工事だけでなく、

2017 年 2 月入会させて頂き、今回 2 回目の卓

民間工事受注も増

話でございます

やしていきたいと思っております。

前回は入会直後でしたので自己紹介をさせて頂

私的ですが、もっと大変な問題と感じているの

きました。趣味の話をさせて頂いたのですが大分

が、『担い手不足』『離職率です』高卒者の離職率

緊張しておりまして、今思えば美味しい質問をく

は何と 45％になっています。３K のイメージが

れたのにもかかわらず、普通に答えてしまったの

あり、大手企業様でもコマーシャル等でイメージ

は覚えております。今も緊張しておりまして、成

UP に努めています。

長が感じられない私です。

建設業も 2024 年度から週休 2 日が義務化さ

本日は建設業界の課題（私的意見）を少しお話
させて頂きます。

れます。担い手が不足している時にかなり難
しい課題と考えております。

宮城県の公共工事予算は、震災以降約 3,200 億

建設業界全体でも様々な取り組みを行っており

円を最大に、2,000 億から 2,500 億円で推移して

ますが、『働き方改革』として弊社では、社員全

きました。10 年が過ぎ、予算は減少し本年度は

員の業務内容を 1 年かけて分析し、IT 化を図る

一気に 769 億円まで減少しています。ほとんどが

など取り組みを始めております。

一般建設費ですが、実は震災前の予算より少なく
なった状況です。

地元企業として、課題解決にしっかり取り組み、
新卒の入職希望者がたくさん来る業界、企業を目

とは言え、ポジティブに震災前水準と考えれば、
乗り越えられる数字と捉えるしかありません。公

指していきたいと思っております。
本日は有難う御座いました。

地区補助金プロジェクト「学校関係者を新型コロナウィルス感染から守るためのプロジェクト」

ＡＩサーマルカメラ贈呈式（2 回目）
２０２１年１１月２５日（木）例会時
会場：仙台国際ホテル４Ｆ「平成の間」
≪贈呈式参加者≫（順不同）
宮城県立視覚支援学校 校長 石墨安洋様
株式会社泉自動車学校 代表取締役 半澤修司会員

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

開催日：２０２１年１２月２日（木）
場

所：仙台カントリー倶楽部 名取コース

参加者：会員８名
１２月２日（木）に第２
回岩松正記会長杯を開催
いたしました。
今年度２回目のコンペ、
８名、２組での競技とな
りました。
仙台では初雪の知らせが

りました。

届いた日でしたが、プレ

参加者全員が楽しく和やかな雰囲気の中で楽しく

ー中少々風が強かったで

プレーすることができました。

すが、晴れの絶好のゴルフ日和となりました。
中澤会員が優勝、西尾会員がベストグロス賞をと

仙台南-白石ロータリー衛星クラブより
2022 新年家族会のお知らせ
☆新年家族会に
御参加される方は、
１月 14 日(金)まで
クラブ事務局へ
お知らせください。

半澤

修司会員：自動車学校経営者の会合で鳥取に行ってきました。夕食に美味しいカニを食べてニコ

ニコです。
武田 文孝会員：卓話させて頂きます。温かい目でお願いします。ニコニコ。
堀川 順弘会員：本日、橋本店 武田さんの講演楽しみにしています。ニコニコ。
茂木 宏友会員：先週の結婚祝、ありがとうございました。
早坂

慎一会員：武田さん、本日は卓話をお引受け下さりありがとうございます。卓話楽しみにしてお

ります。
芳賀

剛会員：コロナ感染大分収束してきました。忘年会シーズンになります。経済活動も大切で

す。ニコニコ。本日の卓話、武田さん楽しみです。

本 日 の M E N U：スペシャルメニュー
［オードブル］
Gelée de bouillabaisse en méli-mélo de coquillages,légumes hiver
ブイヤベースのジュレに貝類と冬野菜のメリメロ
フランボワーズヴィネガーと丸森産蜂蜜風味
［スープ］
Flan de navets en soupe de bacon,sendai magarinegi
市名坂田代農園の冬蕪のフラン
ベーコンと仙台曲がり葱のスープとともに
［お魚料理］
Escalope de Kinme sauce beurre rouge et huile au basilic
金目鯛のエスカロップ ブールルージュソース
バジルオイルをアクセントに
[お肉料理]
Contre-filet de bœuf sauce hollandaise au hawasabi gratinée
Satoimo dauphinoise et purée de carottes
みちのく日髙見牛ロース肉の葉山葵入りオランデーズソースグラチネ
熱々里芋のグラタンと衝撃の人参のピューレ添え
[デザート]
Soupe de fraise et glace au fromage Zaō
究極のいちごのスープ仕立てに蔵王クリームチーズのジェラードを浮かべて
[コーヒーと仏蘭西小菓子]
Café et mignardises
[パン/バター＆ヴァージンオリーブオイル]
Pain/beurre et huile d’olive vierge extra

１２月「疾病予防と治療月間」
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