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ティオークションに代わるものでして、ストレートに会員
各位のエンドポリオへ参加の意思を寄付金で示そうと
言う試みです。会員お一人 2,000 円オーバーの金額
で今回の目標額に達しますので、チャリティオークショ
ンで品物をご協力頂いたつもりで今年を締めくくる善
意のボランティアとして、まだ迷っている会員の方には
是非この機会にお願いしたいと思います。
今月はもう一つ、ロータリークラブとして地域の他団
体との交流という目的をもって新たに入会させて頂い
た多賀城市国際交流協会のイベントが２３日に開かれ
る予定です。今年初めての参加と成りますが我々ロー
タリークラブの活動への理解を深めて頂く事にもつな
がりますので、是非お時間調整を願って参加見学の
程お待ちしております。因みに此方は参加費無料と成
っておりますのでお子様、いやお孫様とご一緒におじ
いちゃん、おばあちゃんとしてサービスの絶好のチャ
ンスとしても是非ご利用ください。
本日の卓話が当地の商工会の安住会員からです
ので、高岡の皆さんにこの機会を通じてリアルな多賀
城エリアの経済の実態知っていただければと思います。
安住会員よろしくお願いします。

横田 芳博
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ゲストクラブ ご 挨 拶
国際ロータリー第 2610 地区高岡万葉ロータリークラブ
会長 麻生 幸雄 様
本日は友好クラブの高岡万葉ロータリークラブから
会長始め御三方おいで頂きました。来年４月を待ちき
れず、我々に会いにおいで頂いたとの事で、誠にあり
がとうございます、例年通り、鈴木誠会員を筆頭として
最強の歓迎委員会が決して無傷ではお返ししません
ので、本日の例会から明日の出発まで楽しんでいらし
てください。
さて、１１月の財団月間を迎えて色々とお願い事が
続いております。当クラブでは、１０月のワールド・ポリ
オディに呼応してスタートし、年末の家族会に向けて
のポリオチャレンジが絶賛続行中です。日本のロータ
リーの寄付は２種類ありまして、Ｒ財団の一般寄付とエ
ンドポリオの二つ、更に全く別の種類の日本独自の米
山記念奨学会へのものとに成っておりますが、今回の
ポリオチャレンジは、例年の家族会で恒例でしたチャリ

皆さまこんにちは。今日は朝７時 37 分の新幹線で
富山まで来まして、富山で「かがやき」に乗り換えて大
宮まで来て、大宮から「はやぶさ」で来ました。そして
仙台から多賀城まで電車でやってまいりました。30 周
年実行委員長の山口さん、幹事の喜多さんと３人で楽
しみに来ました。今日お顔を拝見して大変うれしく思
います。
来春平成 31 年４月７日がちょうど創立記念日です。
その時に 30 周年記念式典を行います。たくさんの方
にお出でいただきますようお願いを申し上げまして挨
拶に代えさせていただきます。
〇創立 30 周年記念式典実行委員長 山口 正志 様
お久しぶりです。電車に乗りながら、多賀城に何回
来たかなと考えてみますと10回以上はお邪魔している
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と思います。ホテルキャッスルプラザに４回くらい泊ま
っていますし、松島大観荘に３回くらい泊まりましたし、
仙台にも２回くらい泊まったかなと思います。その中身
はゴルフとか色々させていただいて、美味しい魚とか
お酒とかそれしか記憶が無いのですが、25年くらい前
からでしょうか、友好クラブとして、今日は特に2447回
目の例会ということで、私どもは先週で1401回でした。
ですから８００回余計に例会をされていると、本当に兄
貴だとそんなふうに思っています。これからも長く友好
を続けたいと、先輩クラブとして教えていただきたいと
思いますので、是非来年４月７日はお越しいただきま
して、桜も多分満開かなと思いますので花見をしなが
ら一杯飲みたいなと思います。お待ちしておりますの
でお願いいたします。

幹 事 報 告

引 地

・国際奉仕委員会
大久保 美津子 委員長
国際交流祭のお知らせです。今年初めての試みで
すので、周辺地域の国際奉仕の第一歩と捉えていた
だき是非参加していただきたいと思います。
卓

話

「多賀城市内の商工業について」
安住 政之 会員

皆さまお世話様です。今日は富山県高岡からもお
客様がいらっしゃって、大変緊張しております。高岡と
いいますと、全国商工会連合会で会長をしておりまし
た石沢会長に大変かわいがっていただきまして、震災
の時から３，４回私どもの商工会にお見えいただいて
ご指導いただきました。また、高岡ですとダスキン高岡
の本田さんと同業のよしみで昔からお付き合いをさせ
ていただいております。
まず皆さまにうれしい報告をさせていただきます。５
日に全国商工会連合会から東北北海道地域では初
めて最優秀商工会ということで、多賀城・七ヶ浜商工
会が55年の歴史の中でグランプリに選ばれました。特
に七ヶ浜の「うみの駅 七のや」関係のことが高く評価
されまして、15日にNHKホールで総理、通産大臣
等々の前で表彰されるということで、多賀城・七ヶ浜商
工会にとって名誉な事だなと思います。実は理事の
方々にもまだ報告しないうちにロータリーで報告するこ
とになってしまい、お許しいただければと思います。
今日は商工会の現状をお話しします。宮城県には
33の商工会がありまして、その中で会員数は第３位で
す。１位が泉、２位が黒川です。今、正式な会員、特別
会員を合わせますと、1,260名ほどの会員を有していま
す。昔は八百屋さん、魚屋さん、肉屋さんなどの比率
が高かったのですが、今は２０％を切ってしまっていま
す。私もあそこに八百屋さんが、魚屋さんがオープン
したなとか聞かないというようなところまできています。
それと同時に毎年50～60件の方々にご入会いただい
ているのですが、それと同じくらいの方々が退会をして
いまして、廃業、倒産での退会者が多く、歩留まりが非

辰 男 幹事

◇東日観光株式会社より
・2019年国際ロータリー年次大会（ハンブルク大会）
参加旅行募集案内。
◎週報をいただきました。ありがとうございました。
仙台東ＲＣ 様
委 員 会 報 告
・阿部 新康 会長エレクト
先日１１月４日、ロータリー青少年交換留学生の会に
会長代理として引地幹事と多賀城高校 IAC 一年の工
藤さんとともに行ってまいりました。試験は１０月８日に
終わりまして来年分は決まっています。内容は後日卓
話でお話しします。
・親睦委員会
大場 裕之 委員長
来月２２日、年忘れ家族会を開催いたします。開催
要項は明日中に FAX で流します。会長より説明の年
末ポリオチャレンジということで、既に 35 名中 29 名から
寄付をいただきました。以上中間報告です。
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常に悪い事がお手元の資料を見ていただくとわかると
思います。
商工会の業務は非常に幅広くありまして、経営改善、
金融、労務管理が中心ですが、金融関係の申し込み
が多くなってきています。特に建設関係の方々が多い
のですが、中身を見ていきますと運転資金での利用
が多くなってきている事と、銀行がかなり絞り込んでき
ているということで、震災復興資金をプロパーで貸し付
けていたものを、運転資金で貸してくれと行きますと
「保証協会付きでいいやつがありますよ」というような形
で、1,000万円プロパーのものが残っていると2,000万
円借りますと実際使えるのは1,000万円、今までプロパ
ーで貸していたものを回収してしまう。来週14日に理
財局長をお呼びして地元の金融機関10行ありまして、
その支店長さんたちとの会合があるんですが、くれぐ
れもそのようなことをするなと言いたいと思っています。
今銀行借り入れをする場合は、代表者の保証が必要
なくなってきているというのはご存じでしょうか。新規事
業を興すときにバンカーの器量によりまして対応が全
然違ってきているという部分が多くなってきているとい
うことがあるので、銀行さんも金利を稼ぐために色んな
方策をやっているようですが、銀行同士がしのぎを削
っているところもあるのも現実なのかなと思っていま
す。
それとお陰様で商工会の貯蓄共済にもご協力いた
だきまして、今、宮城県内で５年連続トップを走ってい
ます。自主財源を確保しなさいという部分の中では、ウ
ェイト的には大きな収入源、あるいは労働保険の業務
代理も行っていますが、その収入も多くなってきていま
す。
平成33年から今326人の県の商工会職員を300人ま
で減らすということですが、会員が減っているのだから
自ずと職員も減らしても良いだろうという形になってい
るのですが、やっぱり極端すぎるんですね。組織率が
50％、そうするに多賀城でいうと2,400ほどあるんです
が、その中で半分以上を会員として有していない場合
は事務局長の手当が出ないとか、制約が厳しくなって
います。その中で少ない人数で会員により良いサービ
スをしていかなければいけないという立場であるわけ
ですが、小規模事業者に対する伴走型ということで多
賀城市役所にも昨年12月の議会で小規模事業者の
育成策という形の条例を作っていただきました。その
条例に基づきまして多賀城市内の業者に優先的に事
業等々を発注していくという形のものも、これはその中
にうたわれているものですから、来年度の予算編成の
時もその辺を強く言いたいなと思います。年に１回多
賀城・七ヶ浜の商工議員連盟というのがあるんですが、
その方々とも懇談会をさせていただいていますが、そ
の辺を理解しているのかなと疑問に思うところもあるん
ですが、そんなことを含めてお話しさせていただいて、
なるほどなと理解をしてもらっているところです。今後
資金的にも厳しくなるものですから、皆さまのご支援も
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さることながら新しい事業にも取り組んでいかなければ
ならないだろうと思っています。
資料の中に国土交通省の跡地の問題という資料が
入っています。それは文化センターの入り口のところ
に、昔国交省の職員宿舎があったんです。それは解
体されて多賀城市が払い下げすることになっているん
ですが、そこに新たな商工業の拠点を作っていかなけ
ればならないとも思っていますし、また大きな問題は学
院大の移転も非常に大きいんですね。学院大の方々
に出た後どうするだとか、大学生協と契約している
方々が大変困るとか、多賀城駅を利用する方が多賀
城に幾ばくかのお金を落としてもらっていた訳ですか
ら、そのような形のものも含めてトータル的にどうする
んだということをしっかりと話し合いをしながら、私ども
は提案書を提出しているんですが、未だ返答が無い
んですね。そんな中でロータリーのメンバーの方々も
その辺を注視していただきながら、商工業の発展とい
うことに取り組んでいかなければならないと思っていま
す。それと多賀城の商圏がアウトレットの方に２㎞以上
移っているということと、利府にイオンの別館がオープ
ンするわけですが、そうしますと多賀城の商圏は活性
化が出来なくなってくると私は思っています。そのよう
なことを踏まえて学院大の跡地をどのように有効活用
していくのかという問題と、今年度中に多賀城駅の区
画整理の跡地３３区画が売却される予定となっている
んです。大きいのは「和食の小島」さん向かいの600坪
と釣具屋さんの隣の1,000坪。後は30坪とか40坪とか
で、当初の予定ですと商業の活性化のためにゾーン
を作るんだという話だったんですが、それが無いという
ことで、これからの商工業は厳しさと同時に行政がもっ
ともっと如何なく手腕を発揮していただきたいと思って
います。
もう一つは資料として七ヶ浜の「うみの七の駅 七の
や」。花渕浜の開発のものを入れました。それは全て
数字も入れております。お陰様で開店して２年ちょっと
で、今週中に海苔の直売所が完成すれば予定はクリ
アするわけですが、40万人以上の人が仙台から40分
もかかるところに来るようになりました。レストランにつき
ましては11時くらいから並んでいただいて活況を呈し
ています。さらに「七のや」の直営店では２年ちょっとで
リニューアルをすることにしました。そのことによって周
りが舗装されて整備も終わっているものですから、お
客を呼ぶ、より良い仕掛けをしなければいけないという
ことで頑張っています。
先ほど23日の国際交流協会のお話が出ておりまし
たが、今年から23日に多賀城駅前を中心にして観光
協会と商工会とTAP多賀城さんとか農協さんと一緒に
多賀城駅前をもっと活性化しようということで秋祭りと名
前を変更しまして、今日お出での東北電力の所長さん
にも大変お力添えをいただきまして、東北電力の見る
ことの出来ないコースを２時間かけて回るバスツアーを
企画したりとか、来年はJXTGさんにもお願いします。

よろしくお願いします。そんな形で進めております。
最後になりますが、共済会の申込用紙が入っており
ます。こちらがうちの財源です。一口2,000円となって
います。一口でもお付き合いいただければありがたい
なと思っておりますので、是非ともお力添えをいただく
ことを心からお願い致します。先般行われた商工会主
催のゴルフ大会には大勢の方々にご参加いただきま
して、また景品等もご提供いただいたことを重ねて御
礼を申し上げます。ベスグロで準優勝は大友さんでし
た。ありがとうございました。

スマイルボックス

S・BOX委員会

・高岡万葉 RC 様より多大なスマイルを頂きました。
・商工会主催ゴルフ大会ご参加ありがとうございます。
安住会員
・１１日に 67 才になります。人生これから頑張るぞ。
林 会員
・高岡万葉 RC の皆さまようこそ。安住さん卓話ありがと
うございます。
佐山、田口、岩井、大場(裕)、穀田、大友、横田
宮城、阿部(新)、引地、佐藤(徳)、赤坂、小向
芦澤、大熊、小島、藤田、佐藤(由)各会員
本日の合計 54,000 円
出 席 率 報 告

出席委員会

本 日第 2247 回出席率 28/35(-1)名
82.35％
前々回第 2245 回例会修正出席率
88.24％
○メイクアップ
11/04 日(日)
ロータリー青少年交換オリエンテーショ帰国報告会
阿部 新康会長エレクト、引地 辰男幹事
次
○「会員スピーチ」
閉 会 点 鐘

回

卓

話

担当：小島 邦道 会員
13 時 30 分
文責：雑誌会報委員会 小島 邦道
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