
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 週 報 

 
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 (№３２）第３０９５回 例会（令和４年６月３０日） 

本日の予定 
 

「三役・五大奉仕委員長退任挨拶」 

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 

 

次週（７月７日）の予定 
 

「三役・五大奉仕委員長就任挨拶」 

会 長        山下 晴輝 会員 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 高橋 玲二 会員 

副会長        星   毅 会員 

職業奉仕委員長    木坂 尚文 会員 

社会奉仕委員長    佐々木利晃 会員 

国際奉仕委員長    佐藤  仁 会員 

青少年奉仕委員長   及川 周一 会員 

幹 事        武田 文孝 会員 

 

≪７月７日～例会場変更≫ 

（仙台市青葉区一番町一丁目 9-1） 

予 定 

７月 ４日 合同幹事会 

７月 ７日 定例理事会 

      三役・五大奉仕委員長就任挨拶 

７月１４日 夜間例会「三役慰労会」（臨時総会） 

７月２１日 休会（クラブ定款第 7 条 1-ｄにより） 

７月２２日 第 1回山下晴輝会長杯ゴルフコンペ 

８月 ８日 インターアクト年次大会 

 

出席率 クラブ会員数４２名    

６月 ９日 ８０．９５％ 

６月１６日 ７６．１９％ 

６月２３日 ５４．７６％（６月２９日現在） 

前回のゲスト（６月２３日） （敬称略） 

なし 

 

仙台南-白石ロータリー衛星クラブ例会予定  

☆ビジター歓迎☆ 

会場：パシフィックホテル内しんしん亭ラウンジ 

７月 ４日(月)18：30～通常例会 

７月１８日(月(祝日)）18：30～通常例会 

今年度ニコニコボックス状況 

前回の合計額   １７，０００円 

今年度累計額  ６２６，０００円 

 

 

 

前回のビジター（６月２３日） （敬称略） 

㈱国際ツーリスト仙台  湯原美希子 

 

お誕生日・ご結婚記念日おめでとうございます 

なし 

 

米山記念奨学会寄付 
 

６月２３日  及川 周一 会員 

 

 



 

 地区より感謝品贈呈  
 

ＲＩ2520 地区鈴木俊一ガバナーより、 

三浦一晃会員を通して大和電設工業㈱様の 

貢献に対する感謝の楯を贈呈しました。 

 
 

 

 次年度地区委嘱状  
 

岩松会長より菱沼清彌会員に、次年度地区役員

委嘱状をお渡し致しました。 
 

 

 

 

 

 「ロータリー米山記念奨学会事業について」  
 

カメイオート株式会社 代表取締役／米山記念奨学委員長 熊谷一也会員 

「米山記念奨学事業」について、動画や写真も交えて解説いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の例会報告 

 

６月 「ロータリー親睦活動月間」 

加藤 秀次会員：誕生祝ありがとうございます。ロータリーで 20歳になりました。 

星   毅会員：本日の熊谷さんの卓話、楽しみです。 

鈴木 俊一会員：待望の新入会員候補 湯原さん、大歓迎です。来週は東京でガバナー会のため例会を

欠席致します。 

岩松 正記会員：熊谷会員、卓話よろしくお願いします。 

熊谷 一也会員：本日卓話をさせていただきます。ドキドキニコニコです。 

千葉 ミオ会員：6月 10 日孫が産まれておばあちゃんになりました！里帰りしているので毎日帰るの

が楽しみです。ニコニコ。 

早坂 慎一会員：熊谷さん、本日はありがとうございます。卓話よろしくお願い致します。 

及川 周一会員：熊谷会員、本日の卓話楽しみです。 



 

 

 

 
会長 岩松正記会員  

 

 「1 年間お付き合いいただ

きありがとうございました」 

 

今期は新型コロナウィル

ス感染症に振り回された 1

年でしたが、ガバナー輩出

年度ということもあり、あ

る意味歴史に残る年度ではなかったでしょうか。上

半期における時短例会運営や基金取崩しによる会

費無料化については、永年の当クラブの伝統を破り

つつもクラブ継続上必要不可欠なものであったと

思います。これについては、先輩方の遺産を大切に

使わせていただいたおかげであったと感謝する次

第です。 

また親睦や各種イベントの開催を自粛しつつも、

地区補助金を活用したサーマルカメラ贈呈につき、

ガバナー特別賞を受賞できたことは、当クラブ全会

員に帰属する名誉でありました。 

さらには今後に繋がる活動として、広島東南ロー

タリークラブとの特別友好クラブの締結もありま

した。姉妹クラブである藤沢ロータリークラブと合

わせ、会員全体での交流を図っていくことを期待し

ています。 

 クラブ創設 65 周年の節目に会長職の機会を賜っ

たことは大変光栄でありました。今後は一会員とし

て、次の 70 周年へ向けて更なるクラブ活動が充実

化するよう、微力ながら貢献していく所存です。ふ

つつかな私ではありましたが、1 年間お付き合いい

ただき心より御礼申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 
 
副会長（次期会長）・クラブ奉仕委員長 山下晴輝会員  
 

 

今年度は、コロナ下で活動

が制限される中、岩松会長は

鈴木ガバナーを輩出した年

度のリーダーとして、仙台南

ロータリークラブをまとめ、

役員・理事・会員一丸となっ

て、ガバナーを支え、新たな歴史を築いた一年であ

ったと思います。 

また、クラブ内の各委員会におかれましても、委

員長が中心となって、今やれることにベストを尽く

して下さったお陰で、変革に強い組織としての経験

が培われた年になったと思います。 

岩松会長、茂木幹事のお陰で、65年の歴史と伝統

がある南ロータリークラブでありますが、入会 5 年

の会員が約半分となる構成比らしく、新しい歴史と

会員同士の友情を育む、きっかけの年度に微力なが

らも関われましたことに、心から感謝を申し上げま

す。 

最後に、大してお役に立てず、誠に申し訳ござい

ませんでした。 

 
 
副会長 高木信三会員  
 

 

岩松会長のご指導のもと、

今年度も和やかなクラブ運

営が為されました。又、地区

大会の大成功につきましては当クラブの若い力を

感じました。 

一年間、有難うございました。 

 

 
 

 
 ＄１=￥１２７

2021-2022 年度 三役・五大奉仕委員長退任挨拶 

 

  

 

 

 
ｶｳﾝｼｰﾄﾞ税理士法人仙台ｵﾌｨｽ 

代表社員 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） 

） 



 
 
職業奉仕委員長 三浦一晃会員 

    

本年度の職業奉仕委員会と

して活動目標に掲げた「昨

年度コロナ禍で実現できな

かった職場訪問を実践実行

する！」という強い思いに

て活動して参りました。 

しかしながら、コロナ禍の

感染状況度重なるウィルス

変異により、終息せず、今日に至っている状況であ

り、職場訪問の打診、お願いしても全ての候補企業

に断られてしまい、別なアプローチでの活動を代替

え案として考える必要ありという状態でした。 

そんな中、昨年末に候補にあげていた「トヨタ自動

車東日本株式会社様から、“リモートによる工場見学”

（zoom 及び DVD 活用）のご提案を受け、2022 年

2 月 17 日（13：00～14：00）に本年度第 1 回目の

「職場訪問」を実現することができました。（参加者

は白石衛星クラブ様からの 3名をあわせた計 23名） 

事前準備から本番まで、トヨタ自動車東日本株式会

社の総務部及び事務局の佐藤様にもきめ細かいご

対応及びお手伝いいただき、この場を借りて再度お

礼申し上げます。 

活動計画では職場訪問は 2 回としていましたが、他

の候補企業の見学はコロナにより現在も見学中止

や当面お休みという状況であり実現できなかった

ことが少し悔やまれます。 

仙台エリアの感染状況はほぼ 300名～500名前後で

横ばい状態がつづいておりますが、早く終息し、 

来期は「職場訪問」を 2回できるよう切に願う 

ものです。1年間ご協力ありがとうございました。 

 
 
社会奉仕委員長 小松 優会員 
 

１・宮城県視覚支援学校

への奨学金支援 

前期分を 7 月 2日指定

口座に振り込みました。

又、後期分は 1 月 27 日例

会において、同校校長の

石墨安洋様に奨学金をお

渡しいたしました。 
 

２・ガールズエイトＵ－１２サッカー大会 

  11月 14日に予定していましたが、コロナの影

響で各方面の大会が変更になったため、当クラ

ブの大会も 1月 23日に変更いたしました。会員

皆様の協力のもと準備を進めていたところ、オ

ミクロン株感染拡大のより 1月 18日急遽中止と

致しました。 

各方面より協賛いただいた物は、次回に使用

できるものを除き、参加予定のチームへ送りま

した。次年度は 11 月 26日（土）松島フットボ

ールセンター第１ピッチをとっていただいてい

ます。 
 

３・全国一斉海岸清掃への参加 

  9 月 12 日予定の海岸清掃もコロナの影響で 9

月 26 日に延期になり、また中止になりました。 
 

４・新たな社会奉仕活動の企画運営 

  なかなか委員会で集まることが出来ず、活動 

が出来ませんでした。 
 

コロナ禍における自粛で企画も限られる中、何も出

来ず１年が過ぎてしまいました。 

コロナの収束と平時が早く来ることを願うばかり

です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

～ 本  日  の  M E N U ～ 洋食料理  
 

◇自家製田尻産生ハムのサラダ仕立て 

◇蔵王爽清牛の柔らか煮＆みちのく日髙見牛の網焼き 旬野菜を付け合わせに 

◇彩りフルーツにスパークリングワインのジュレ   

◇コーヒー  ◇ホテルメイドパン 

  

 

 

 

 
大和電設工業㈱ 

ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ事業推進部 

（通信設備工事） 

 

  

 

 

 
㈱小松建設 

代表取締役 

（建築業-土木建築） 

） 



 
 
国際奉仕委員長 菊地宏幸会員   
 

今年度もコロナウィルス感

染拡大の影響により思うよ

うな活動はできませんでし

た。コロナ対応が各国まち

まちな状況ですが、次年度

以降青少年交換プログラム

が再開されることとなり 

嬉しく思います。 

国際奉仕委員長をお任せいただいておりましたが、

会長のお力になれず大変申し訳なく思っておりま

す。しかしながら今後もクラブの発展にために微力

ながら協力させていただきたいと思っております

ので、引き続きよろしくお願い致します。１年間あ

りがとうございました。 

 

 

青少年奉仕委員長 菱沼清彌会員   
 

今年度につきましては前

年度に続き、新型コロナ

ウイルスの猛威による緊

急事態宣言及び蔓延防止

措置が長引き、予定して

おりました主たる活動が 

中止になり委員会活動も

開催が出来ませんでした。 

そのような活動が限られる中、RAC では感染対

策を十分に行った上での自主的な千年希望の丘の

清掃活動や、広瀬川での芋煮会、震災遺構の語り

部ツアー参加、オンラインを活用した例会及び幹

事会などを行いました。 

 コロナ禍がなかなか終息しない中、範囲の限ら

れた委員会活動でしたがオンラインなどを活用し

た新しい支援の形も見えてきたかと思います。 

 今後コロナ禍が早く過ぎることを願うととも

に、今まで諸先輩方が行ってきた支援を大切にし

つつ、新しい試みの必要性も感じる活動となりま

した。 

 
 
幹事 茂木宏友会員   

 

本年度は、ガバナー輩出

クラブとして地区へのご協

力を中心に活動を行いまし

た。新型コロナウィルスの

流行により、思うように事

業実施ができないことから、

会員の拡大はできませんで

した。前期の会費免除やイ

ンターネットを活用したハイブリッド型の例会の

実施など感染対策のための新たな試みも行いまし

た。 

仙台国際ホテルから、次年度以降、例会会場とし

て使用できなくなるとの申し出を受け、次年度から

例会会場として、ウェスティンホテル仙台で開催で

きるよう契約を交わしました。次年度は新たな例会

会場でのスタートとなります。 

不慣れな幹事で会員の皆様にはご迷惑をおかけ

いたしまして申し訳ございませんでした。会員の皆

様のご協力のおかげで何とか１年全うすることが

できました。感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
㈱菊平石材店 

代表取締役社長 

（石材工業） 

 

  

 

 

 
 

㈱清菱 

代表取締役社長 

（マンション経営） 

 

  

 

 

 

 
合同会社茂木事務所 

司法書士茂木宏友事務所 

代表 

（司法書士） 


