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ロータリーソング「手に手つないで」

幹事

天候 晴れ

≪幹事報告≫

四つのテスト

・仙台南 RC 創立 60 周年記念式典出席報告と
感謝状の披露

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲストスピーカー：高橋

一成 様

（株式会社 コージーファーマシシー
代表取締役）
（紹介者 牟田口 会員）
ゲスト：星谷 けい子 様
（紹介者 大野木 会員）
ビジター：星 毅 様

（仙台南 RC）

小澤 雅彦 様

（茅ヶ崎 RC）

ゲスト：瀧 真弓 様
（紹介者 牟田口 会員）

≪委員会報告≫
・岡村 親睦活動委員長

≪会長報告≫

5 月 19 日、新堀ライブ館のライブハウスで

・先週は、当クラブにとってイベント続きの週

8 クラブ合同懇親会が開催されました。

でした。ご出席の皆様、おつかれ様でした。

100 名近い出席者が集まり、当クラブの
大小原会員によるオークション、カラオケバ
トル、本気の喉自慢で、大変盛り上がりまし

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

５月１０日

４１（４１）名

２９名

１２名

７０．７３％

５月２４日

４１（４１）名

２６名

１５名

６３．４１％

メークアップ
会員数
３名

修正出席者数
３２名

修正出席率
７８．０５％

た。オークションの売り上げは、10 万 8 千円は、

・仙台南 RC 星 毅 会長のご挨拶

ロータリー財団に寄付されます。

本気の喉自慢では、当クラブの瀧澤会員が１位に
なりました
≪お祝い≫
6 月 15 日（木）には、ゴルフコンペの親睦会を予
定しています。詳しいご案内を出しますので、奮
ってご参加ください。
・瀧澤 地区職業奉仕委員長
5 月 20 日、地区「新会員の集い」がミナパークで
開催されました。タイで子供の「識字率向上」や
奉仕活動に取り組んでいる、原田義之氏による基
調講演とその後のテーブルディスカッションで
大変盛り上がりました。大懇親会では、当クラブ
の田島会員から、お酒を提供していただいた。
仙台南ロータリークラブの星 毅 会長が、創立
60 周年記念式典に当クラブから出席したことへ
の御礼に来てくださいました。

会員誕生日

5月2日

藤田 浩二 会員

5 月 12 日

田島 義隆 会員

結婚記念祝

5 月 30 日

木島 英夫 会員

泉 信子 会員
高橋様 ようこそいらっしゃいました。
瀧様 ようこそいらっしゃいました。
瀧澤 秀俊 会員
星会長ようこそ！ 先日の 60 周年式典では
大変お世話になりありがとうございました。
第３G カラオケ大会ご参加の皆様お疲れ様でし
た。新会員の集いにご参加の皆様、ありがとう
ございました。どとうの 3 日間でした!!
田島 義隆 会員
誕生祝いをいただき有難うございます。73 才に
なりましたがこれからもよろしくお願いしま

結婚記念日に一句詠まれました。
ふたりして 若葉の庭を みなおせり

す。
椋梨 兼彰 会員
先週、仙台南ロータリークラブ 60 周年おつか
れ様でした。

≪スマイルボックス≫
仙台南 RC 星 毅 様
先週当クラブ（仙台南）での 60 周年に大勢の
方々においで頂きありがとうございます。
茅ヶ崎 RC 小澤 雅彦 様

本日、16:25 紋別で「ボーダレスガール」デビ
ューします。
さいごに 演奏会のチケットあと 4 枚あります。
長津 豊 会員
高橋様 本日の卓話楽しみです。

昨年 2 月にメイクアップでおじゃましてから

仙台南 RC60 周年へ参加された皆様、おつかれ

2 回目の藤沢 RC 例会参加となります。皆様にお

様でした。

会いできるのを楽しみに今日は参りました。本
日はどうぞよろしくお願いいたします。
大野木 加代子 会長
仙台南ロータリー星会長さまようこそ。色々お
世話になりました。
卓話 高橋さま よろしくお願い致します。

川上 彰久 会員
警察に出頭のため欠席させていただきます！
（県友の会総会に行ってきます）
藤田 浩二
誕生祝い ありがとうございます。
小澤 幸喜 会員

8 クラブ合同こんしん会、地区新人研修 おつ

先日、大変な失態をいたしました。

かれさまでした。

5/20（土）地区「新会員の集い」事前連絡もせ

大小原 徹 幹事
仙台南 星会長 先日はお疲れ様でした。本日

ずに欠席いたしました。心から反省とおわびを
申し上げます。

は遠いところ、ようこそお越しくださいました。
高橋様 本日は卓話ありがとうごさいます。
木島 英夫 会員
結婚記念祝をいただきました。
エメラルド婚に当たります。
安藤 孝光 会員
私用により早退いたします。

≪卓話≫

『どうして過ごした１２６年』
株式会社コージーファーマシー
代表取締役

高橋 一成

様

ゲストスピーカー高橋様 卓話のお礼をスマイルと
してくださいました。

仙台南 RC 星会長と小島会員
仙台からお越しくださいました。

田島会員 お誕生日の一言スピーチ

大小原幹事 感謝状を代読
藤田会員 お誕生日の一言スピーチ

大野木会長とエメラルド婚の木島会員

本日のお料理

