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◇ 開会点憧 

1. ロータリーソング    ・・・ 君が代・奉仕の理想 

2. ゲスト及びビジター紹介 ・・・ 親睦委員長 

3. 会 長 挨 拶     ・・・ 千葉  健 会長 

4. 幹 事 報 告     ・・・ 小原喜公夫 幹事 

5. ニコニコＢＯＸ     ・・・ S･BOX委員長 

6. 出 席 報 告     ・・・ 出席委員長 

7. 卓  話        ・・・ 佐藤 正宗 様 

8. ロータリーソング    ・・・ 四つのテスト 

◇ 閉会点憧 

                            

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

２０１8－２０１9 年度 

仙台宮城野ロータリークラブ 
 

例会場/ ホテルメトロポリタン仙台 

仙台市青葉区中央 1-1-1℡.022-268-2525 

例会日/ 毎木曜日 12:30～13:30 

事務所/ ホテルメトロポリタン仙台内 

℡ 022-268-3243 fax022-268-3296  

Email ： miyaginorc@dune.ocn.ne.jp 

4 月 11 日（木）通常例会・4 月度定例理事会 

卓話：会員卓話 塩田亨会員・佐藤優昭会員 

4 月 18 日（木）移動例会：仙台サンプラザ 

卓話：仙台 RC 会長 佐藤勘三郎様 

4 月 25 日（木）親睦夜間例会「お花見会」 

18：30～ 詳細は後日お知らせします 

本日の予定 

カネサプランニング株式会社 

取締役 

佐藤 正宗 様 

「国産ウイスキーV 字回復の要因について」 

★ニコニコ BOX（3/14） 

★仙台RC 阿部 芳弘 様… 千葉健会長の今後の

ご活躍を祈念します。（高校の同期生です） 
 

★千葉 健 会長… 誕生日プレゼントありがと

うございます。今日は、畑中会員、荒若会員、卓話

宜しくお願いします。仙台 RCの阿部さんお越し頂

き、ありがとうございます。 
 

★荒若 健志 会員… 本日、超～あがり症ですが卓

話致します。花粉症で聞きづらいと思いますが宜し

くお願いします。 

4月のお誕生日 
おめでとうございます！！ 

18日 大泉 裕一 会員 

19日 小原 喜公夫 会員 

26日 塩田 亨 会員 

4月のロータリーレート   

１＄＝110円 

4月は 「母子の健康月間」 です 

   

幹事報告               小原 喜公夫 幹事 

3月 14日ビジターのご紹介 

仙台 RC 阿部 芳弘 様 ご訪問ありがとうございます 

3月 28日ビジターのご紹介 

サインメークアップ時に、バナーをお持ちいただきました 

 新潟西 RC 高木 豊隆 様 またのご訪問をお待ち致しております 

 

〇４RC合同親睦ゴルフ大会  4 月 7日（日）9：00 集合  場所：泉パークタウンゴルフ

倶楽部 
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3/14 第 8 回 会員卓話 

「保険の歴史と役割」 

株式会社アルファー企画 代表取締役  畑中 健作 会員 

 損害保険は今では自動車保険や火災保険、傷害保険が主流になっていますが、現代の損害保険の起源は古代ギリシ

ャまでさかのぼります。海上貿易が発展してきた古代ギリシャでは、嵐や海賊などの海難事故に遭遇した場合、「荷

主と船主で損害を分担し負担する」という習慣、いわゆる「海上保険」が生まれました。損害保険は海上から始まり

ました。海上保険だけだった損害保険が、火災による被害まで補償するようになったのは 1666 年 9 月のロンドンの

大火がきっかけでした。この事件をきっかけに 1681 年に世界初の火災保険会社「ファイア・オフィス」がニコラス・

バーボンにより創業され、その後、イギリスでは次々と火災保険会社が誕生しました。この頃、ロンドンの港近くに

あるエドワード・ロイドが経営するコーヒーハウス（ロイズ・コーヒー・ハウス）には船主など海上輸送の関係者が

立ち寄って情報交換をしていました。そこへ保険引受業者も多くやってきて保険取引もこのコーヒーハウスで頻繁に

行われるようになりました。ここで形成されたのが国際的な保険組織「ロイズ」です。 

 日本の損害保険の歴史も海外同様に海上から始まりました。江戸時代に活躍した朱印船には、海難事故などの危険

が高かったため「抛金（なげかね）」という制度が考え出されました。近代的な保険制度の始まりは、1859 年横浜で

損害保険業が外国保険会社により始まり、1867 年に福沢諭吉が「西洋旅案内」で「災難請合の事－インシュアラン

ス－」と題して「火災請合」、「海上請合」を紹介しました。1879 年には日本最初の海上保険会社となる東京海上保

険（現・東京海上日動火災保険）が営業を開始し、1888 年には最初の火災保険会社となる東京火災保険会社（現・

損害保険ジャパン日本興亜）が営業を開始しました。 

 約 20 年前までは、各社の保険商品は同じ金額で売っていました、1998 年に自動車保険等の主要商品について保険

料率が自由化され各社さまざまな保険商品を展開し、消費者は自分に最適な保険を比較検討して加入できる現在のよ

うな仕組みになりました。保険も自由競争の時代です、危機管理対策の重要性から、自身のリスクを洗い出し、自身

に合った判断が必要です。ぜひご相談は当社へ頂ければと思います。 

  

「職業と環境」 

大栄コールドチェーン株式会社 常務取締役 荒若 健志 会員 

 高校卒業後、いちどは仙台の会社に就職しましたが 5 ヶ月で辞めてフラフラしているところを高校時代の友達に

誘われてこの職業に就きました。現在の会社には平成 11 年に入社し今年で 19 年になります。 

私の職業は、冷凍機器・空調機器販売・設置工事を生業としております。仕事柄、絶対必要とされるのがフロンガ

スです。このフロンガスですがいろいろな種類が有ります。生産が中止されたＣＦＣ（Ｒ－１１）2019 年消費の中

止が決まっているＨＣＦＣ（Ｒ－２２）この２種類はオゾン層を破壊し地球温暖化の原因になりこの 2 種類には塩素

が含んでおり酸性雨のもたらすガスともされています。現在生産されている機器に使用されているのがＨＦＣ（Ｒ－

４１０・Ｒ－４０４）というガスですが塩素を持たずオゾン層を破壊しませんが地球温暖化を進める力が強いので、

環境には優しくないのが現状です。この環境に優しくないフロンガスに代わるガスは徐々にではありますが開発され

ております。ただまだまだ浸透されていないのが現状です。 

2013 年にフロンガス排出抑制法が全面改正され、2015 年 4 月に施行されました。この全面改正によりそれまでも

機器廃棄時・整備時の回収工程を管理する制度がありましたが、より厳しく罰則規定を設けた法律になりました。こ

の法改正により、機器廃棄時のフロンガス回収工程表写しの提出がないと法的に産廃できなくなり、又、機器整備時

は点検記録簿の作成が必要とされました。会員の皆様の施設等にもフロンガスを使っている機器等が有ると思います

ので、機器の更新・整備の際はいちど確認してみて下さい。 

＊来年度は幹事を務めます。今まで以上に頑張って行きたいと思っておりますので、皆様のご協力宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

絆 in モンゴル / Kizuna in Mongolia のお誘い 
モンゴルで米山学友と再会し、モンゴルを満喫してみませんか？ 

 

2 年に 1 度の米山ファミリーの集いが、7 月 27-28 日にモンゴルで開催されます。「日本からも多くのロータリア

ンにご参加いただきたい」というモンゴル米山学友会からのお誘いです。 

■開催日時  

2019 年 7 月 27 日（土）  

 13 時受付開始、14 時～21 時（式典＆懇親会）  

2019 年 7 月 28 日（日）  

 モンゴルの大草原にて遊牧祭を体験      ※ご興味がございましたら事務局までお問い合わせください 



 

復興支援事業「子供たちと楽しむ小さな音楽会」報告 

 3 月 30 日（土）石巻市 旧観慶丸商店 において子供と親を対象に、ミラノ在住のメゾソプラノ歌手 渡辺 

節子さんと、同じくミラノで活躍中のピアニスト 安西 美奈子さんをお招きし、震災からの心の復興の一助と

なることを目的とするミニコンサート「子どもたちと楽しむ小さな音楽会」が開催され、多くの皆様にご参加

頂きました。 

 当日は、お子様 27 名を含む約 100 名をご招待させて頂きました。石巻いのちの電話のスタッフの皆様、会

員 7 名とご家族様にもご協力頂き、無事、音楽会を成功させることができました。皆様のご理解とご協力に感

謝致します。 

   

   

  

 お陰様で、目標にしていました 100 名を遥かに超えて椅子が足りなくなる程の盛況でした。オペラを聴くの

みならず、親子で歌のレッスンも楽しみました。今回は縁があって、ミラノからお呼びした渡邊氏、安西氏も

満足して翌日、名取市特別養護老人ホームうらやすでの慰問も無事終えて、翌日帰路につかれました。 

会長 千葉 健 

 


