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本日の予定
委員会卓話
横山 昭一 クラブ奉仕委員長
林 優子 ロータリー財団委員長
「ロータリー財団について」
◇
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
◇

開会点憧
ロータリーソング
・・・ それでこそロータリー
ゲスト及びビジター紹介 ・・・ 親睦委員長
会 長 挨 拶
・・・ 伊藤 英実 会長
幹 事 報 告
・・・ 澤野 義章 幹事
ニコニコＢＯＸ
・・・ S･BOX委員長
出 席 報 告
・・・ 出席委員長
卓
話
・・・ 唐沢 真衣 様
ロータリーソング
・・・ 四つのテスト
閉会点憧

会長報告

伊藤 英実 会長

本年度、当クラブでも支援させて頂きました、卓球選
手の張本智和くんが、世界ジュニア選手権男子シングル
ス、団体の 2 冠に輝きました！13 歳での優勝はこの種
目最年少で日本選手としては 2011 年の丹羽選手以来の
ジュニア世界一です。今後の活躍に益々期待したいと思
います。
本日は仙台東 RC より、髙橋会長、松坂 IM 実行委員長、
秋葉幹事にお越し頂いております。ありがとうございま
す。IM についてご挨拶頂戴いたしますので宜しくお願
い致します。

IM ご登録の皆様へ
2017 年 2 月 5 日に開催されますインターシティー
ミーティング「IM」へ当クラブから 10 名の皆様にご
参加頂きます。ご登録いただきました皆様は、登録料
4,000 円ご負担分を事務局までお持ちくださいますよ
うお願い致します。なお、パネリストとして森川昭正
会員に「ロータリー財団について」発表頂きます。
ご参加の皆様、宜しくお願い致します。

例会予定
12 月 22 日（木）

11 日へ例会変更のため

休会

12 月 29 日（木） 休 会
2017
1 月 5 日（木）
休 会
1 月 12 日（木） 通常例会・理事会
卓話：会長・幹事 新年のご挨拶

幹事報告

澤野 義章 幹事

12 月 8 日 ご訪問頂きありがとうございます
【ゲスト】 一般財団法人サンスター財団
歯科衛生士 唐沢 真衣 様
㈱サンスター
上松 俊行 様
㈱サンスター
豊竹 賢次 様
【ビジター】
仙台東 RC 会長 髙橋 信雄 様
IM 実行委員長
松坂 宏造 様
仙台東 RC 幹事 秋葉 公博 様
・12 月 22 日（木）
・29 日（木）
・1 月 5 日（木）は休会
となりますので、宜しくお願い致します。
新年初めの例会は、2017 年 1 月 12 日（木）の開催で
す。皆様のお越しをお待ちしております。
・一般財団法人比国育英会バギオ基金より、
「2015 年度
事業報告の送付と基金へのご寄付のお願い」が届い
ております。
・後期クラブ会費の納入期限は 1 月 31 日です。ご案内
は今月中に発送いたします。

ニコニコＢＯＸ（☆12/8）
☆仙台東 RC …いつも大変お世話になっております。本日は 3 名でお伺いい
たしました。2017 年 2 月 5 日の IM 宜しくお願いします。
☆上畑 日登美 会員 …サンスターの歯科衛生士の唐沢真衣さん、今日は東京
からお出で下さいましてありがとうございます。私たち会員の生活向上のた
めにお話し宜しくお願い致します。

12 月 8 日卓話報告

「歯ッピーライフが元気の秘訣‼
素敵な笑顔でおいしい食事を」
一般財団法人サンスター財団 予防事業部東日本
歯科衛生士

唐沢 真衣 様

この度は、仙台宮城野ロータリークラブ様の例会にて口腔と全身の健康についてお話をさせていただき誠にありがとうござ
いました。 サンスターでは【常に人々の健康の増進と生活文化の向上に奉仕する】という社是のもと、オーラルケア製品をはじ
め、生活の質を高めるための商品開発や普及活動を日々行っております。その中でも私が所属しておりますサンスター財団
は、産業歯科健診や歯科保健指導、歯科診療等の様々な事業を通して健康管理、疫病予防などの分野で社会貢献を目指し
活動しております。
今回の内容としましては、代表的な病気であるむし歯・歯周病の話から始まり、効果的なブラッシング方法と歯間清掃用具
の使用法についてお話をいたしました。近年、子どものむし歯は減少傾向にありますが大人のむし歯は増加傾向にあります。
これは、８０歳まで２０本の歯を残そうという８０２０運動の普及により、歯の残存数が増加したことにも影響を受けております。ご
自身の歯を長く健康に使っていただくためにはセルフケア（ご自身での毎日の口腔清掃）とプロフェッショナルケア（歯科医院
での定期的な検診・クリーニング）を合わせて行うことがとても大切です。
今回のお話の内容を１つでも実践していただけましたら幸いです。一生ご自身の歯で、笑顔で楽しいお食事が出来るよう、
私達はこれからも普及活動に努めてまいります。

ニコニコＢＯＸ（☆12/11）
☆澤野 義章 幹事 …皆様メリークリスマス！お寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。楽天イーグル
ス銀次選手本日はおいでいただきましてありがとうございます。
☆丹野 憲二 会員 …来年からはシニアティーでプレー可能ですが、まだレギュラーティーで頑張るぞ！
☆土屋 孝治 会員 …誕生日プレゼント昨日届きました。妻が「あなた初めてじゃない」と言っていましたが、考えれ
ば誕生日に「花」を頂いたのは初めてです。皆様ありがとうございます！
☆末永 淳 会員 …メリークリスマス！皆様この一年大変お世話になりました。本日クリスマス会、より楽しい会とな
りますように。
☆大泉 裕一 会員 …メリークリスマス。来年こそは独身から脱出できるように頑張りまーす。
☆横山 昭一 会員 …メリークリスマス！
☆澤田 一幸 会員 …皆さんメリークリスマス！昨日は誕生日のお祝いも頂きありがとうございます。銀次ご家族にお
会いできるのを楽しみにしています。
☆森川 昭正 会員 …メリークリスマス！今年ももうすぐ終わりですね、来年 1 年も楽しいロータリーライフを皆様
と送りたいと思います。
☆千葉 健 会員 …今年もお世話になりました、メリークリスマス！
☆我妻 崇 会員 …メリークリスマス！今年も大勢の人に参加して頂き賑やかに盛り上がりましょう！
☆小原 喜公夫 会員 …メリークリスマス！今日は妻共々楽しませて頂きます。
☆今野 広子 会員 …メリークリスマス！本日のメインゲストとも思われる涌澤峻介くんをお招きしております。4 歳
ながらにして世界的に有名なエアーボーカリストにも負けない素晴らしいエンターテイナーです。本日はちゅんち
ゅん丸君応援のためのバーヤに徹します！

12 月 11 日例会報告

12 月 11 日

親睦夜間例会「クリスマス家族会」報告

今年のクリスマス会もおおいに盛り上がりました。オープニングは、西澤会員のお孫さんの涌澤峻介くんによ
るステージショーで会場の温度を温めていただきました。そして、恒例になってきた大泉雅史さんによるマジッ
クショーでした。毎年、プロっぽいトークと技術がレベルアップし、何が起きているか分からない、みたいなリ
アクションをされている会員の方が多かったようです（笑）
そして、東北楽天ゴールデンイーグルスの銀次選手にスペシャルゲストとしてお越しいただき、トークショー
をやっていただきました。ご長男の虎次郎君も一緒に登壇していただき、和気あいあいとした雰囲気のもと、普
段聞けないような興味深いお話をいただきました。子供たちへのプレゼントもいただき、素敵なクリスマスの思
い出になったと思います。当クラブとしても、銀次選手の来シーズンの活躍を祈りたいです。
最後は毎年恒例のチャリティオークションで、伊藤会長の素晴らしい進行のもと今年もヒートアップしまし
た。銀次選手もご参加いただき、ご本人のバットも出品いただき、高額で落札されました。
銀次選手から、「アットホームな雰囲気の中、とても良い方ばかりで楽しかったです！」とメッセージが届い
ておりました。
素敵なクリスマスパーティーとなり、皆様のご協力に感謝します。
親睦委員長 佐藤邦彦

参加人数 56 名 多くの皆様にご参加頂き誠にありがとうございました！
お写真：澤田一幸会員

🔔クリスマスチャリティーオークション🔔
収益金

２９５，０００円

会員皆様からご協力頂き、本年度も大盛況となりました！収益金 295,000 円に 5,000 円をク
ラブから補填し、計 300,000 円を宮城県交通事故遺児等救済基金へ寄贈させて頂きます。
交通事故などで親を亡くされた子供たちへの一時金が支給されることを願い、12 月 20 日に宮
城県へ伊藤会長、澤野幹事が直接贈呈予定です。
皆様からの温かいご支援、ご協力ありがとうございました！！

12 月 11 日

親睦夜間例会「クリスマス家族会」

ホテルメトロポリタン仙台

3 階 曙西 18:00～21:00

冨田副会長の乾杯のご挨拶でクリスマス会スタート！

今年も楽しいマジックショ
ーを披露の大泉雅史氏！

涌澤峻介くんのステージショー♪
“keep your head up”を熱唱！

楽天ゴールデンイーグルスの銀次選手のトークショー！
佐藤親睦委員長との絶妙な掛け合いで盛り上がりました！

恒例のチャリティーオークションは伊藤会長の司会で大盛況！シャンパンやバカラなど素敵な商
品が並び、銀次選手からもお宝品をご提供頂き、大人も子供も大興奮の競り合いです！

かわいいぬいぐるみも
オークションでゲット♪

オークションの合間に子供た
ちはテーブルマジックに夢中

澤田次期会長、塩田次期幹事より
閉会のご挨拶
来年度、宜しくお願い致します！

