
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週 報 

 

RI会長       K.R.ラビンドラン 

D.2520 ガバナー    菅原 裕典 

仙台南ＲＣ会長    板垣  努 

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  板垣  努 
副 会 長  星   毅 高木 信三 
幹 事  山下 晴輝 
ロータリー  佐藤 博美 皆川 和輝 後藤 公伸 
情報委員会   熊谷 晴樹 

本日の予定 
 

岡三証券株式会社 仙台支店長 

桑江賢治会員 

「日本株式の動向について」 
 

次週の予定 
 

フレンド歯科 院長 

千葉俊一様 

「よく笑いよく噛むことで健康を」 

２０１５－２０１６年度 (№９）第２８３６回 例会（平成２７年９月３日） 

予 定 
9月 7日 合同幹事会 

9月 10日 第 1回家庭集会 

9月 17日 60周年記念事業実行委員会 

     第 1回職場訪問（金剛宝寺 輪王寺） 

9月 24日 休会（ｸﾗﾌﾞ定款第 6条 1-Cにより） 

9月 27日 第 1回板垣努会長杯ゴルフコンペ 

10月 1日 定例理事会 

出席率  会員数４９名    

８月 ６日 ７５．５１％ 

８月２３日 ６７．３５％ 

８月２７日 ７３．４７％（９月２日現在） 

 お誕生日おめでとうございます 
９月 ７日  和田 達雄 会員 

 

前回のゲスト（8月 27日） （敬称略） 

なし 

結婚記念日おめでとうございます 

９月 ３日  和田 達雄 会員 

 

前回のビジター（8月 27日） （敬称略） 

㈱日本パトロール警備保障 常務取締役 増子 弘 

 

松良 千廣様：誕生祝有難うございました。今週土曜日は学園祭です。お時間ある方はお越し下さい。 

鈴木 俊一会員：先週の移動例会、23 日のサッカー大会でした。会員の皆様、お力添えいただきまして、

誠にありがとうございます。宮城県サッカー協会の恒例大会に昇格しそうです。 

和田 達雄会員：鈴木社会奉仕委員長、U-12 ガールズエイトサッカー大会お疲れ様でした。子供たちの笑

顔よかったですね。今日の会員増強月間にあたっての卓話よろしくお願いします。ニコニコ。 

宮澤 雅隆会員：今日は雨でシトシト心は少し晴れ、今日から会長になり社長は辞めました。 

岩松 正記会員：社会奉仕委員会の皆様、女子サッカーお疲れ様でした。 

熊谷 晴樹会員：久しぶりの例会と涼しさにニコニコです。 

近藤 まい子会員：11 月卓話の方々、決まりましたのでニコニコです。 

米川  淳会員：結婚祝ありがとうございました。 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    １８，０００円 

今年度累計額   ３１０，０００円 
 

 

 



 

 
 

 会員増強月間にあたって  
 

会員増強委員長 和田達雄会員 
 

今年の活動計画 
 

今年度の会員増強の目標は前年に対しプラス７名増強。一年で総人数 57 名の

クラブを目指しておりますが、まず６０名体制を目指すために会員の皆様から

ご意見をいただきました。 

 

仙台南ロータリー会員構成及び会費 

14-15年度  最終会員数 50名 入会 5名 退会 3名 

年齢 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 ９０代 計 

人数 1名 7名 16名 14名 8名 3名 1名 50名 

構成比 2.0％ 14.0％ 32.0％ 28.0％ 16.0％ 6.0％ 2.0％ 100％ 

会費 ￥340.000 入会金 ￥100.000 

 

Ⅰ 会員を増やすにはどうしたらいいか？ 
以下、各テーブルからの意見です。 

 

第 1テーブル 在仙の歴史のあるロータリークラブ

で女性が入会できるのは南クラブ。だからロータリ

ーに入りたい女性の情報をいかに集めるかが今後

の問題。 

第２テーブル 仕事関係を入会させるとリラック

スできない。当クラブはＪＣ関係が少ない。ＪＣは

上下関係を嫌う人もいるので逆にフラットな人間

関係の当クラブには入会しやすいのではないか。よ

って強化すべき。 

第３テーブル 女性会員の増強。女性が女性より男

性が女性を勧誘。ＪＣ会員の一本釣り。若い会員が

増強したほうが増える。常識は範囲内で得意先を勧

誘。 

第４テーブル 退会の原因を考えると会費の軽減

と出席の緩和があるのではないか。 

第５テーブル 現状 50 名だが休眠会員６～７名い

ることを考えると実働５０名にするためにも会員

増強は必要。職業分類の空欄箇所を重点的に勧誘し

てはどうか。また、どうしても入れないと思うから

名前がでない。入らなくてもいいという軽い気持ち

でもいいから、とりあえず名前を挙げる会をいった

ん設ける。名前を挙げることから始める。 

第６テーブル 若い人への PR。遠藤会員の増強した

成功事例のようにグループで勧誘してはいかがで

しょうか。 

 

遠藤会員より 

松良ガバナー年度を支えるため、みんなの力で４０

から５０名になった。自分はメンバーから２年間勧

誘され、柄でないと思っていたら、他のロータリー

の方から業界の会合は 60 過ぎたらダメ。ロータリ

ーは６０から役に立つ。私自身、身の丈の幅でクラ

ブライフを楽しんでいる。無理をしない。それが長

く続ける秘訣。業界ガチガチの人にとって業界以外

の楽しみを提案していく。個人対個人のアプローチ

だけでなく組織的に勧誘していけば６０名は達成

されるのではないか。 

以上、短時間ではありましたが活発な意見交換 

そして発表をして頂きありがとうございました。最

後の遠藤会員からの成功談も大変参考になりまし

た。今後は会員増強委員会としても 60 名めざし頑

張りたいと思いますので、各メンバーにおかれまし

てもお声掛けの程よろしくお願いいたします。また、

各メンバー１人ご紹介よろしくお願いします。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

先週の報告 

 

９９９月月月ロロローーータタタリリリーーーレレレーーートトト   １１＄＄==￥￥１１２２４４   

 

９月「基本的教育と識字率向上月間」 



 

 
 
 

会長 髙橋優歌様 
 

①第３回例会(8/10) 
 

②気仙沼南サマーレクリエーション(8/22-23) 

気仙沼市にあります、岩井崎入口から少し進んだ

場所(浅田真央さんも植樹した場所のようです)に

て、植樹(りんごなど)・除草作業を行いました。 

海側に進むにつれて、家が減り、遠くには海が見

えました。その間にはまだまだ復興の途中であるこ

とを物語る、真新しい砂と重機の姿も見られました。 

 少しでも若い人達が興味を持って訪れるように

と、果樹園を立ちあげる準備も進んでいるようです。

自分達で植えたりんごの木が大きくなる頃、また見

に行きたいものです。 

 活動後は BBQ、花火などを行い、交流を図り楽し

い時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～会員紹介～ 

 

少しでも私たちを知っていただきたく、紹介いたし

ます。 

 

仙台ＲＡＣ 会長  髙橋優歌(ゆか) 
 

・1991.2.16 生まれ(24歳) 

・O 型 

・福島県福島市出身 

・保育士５年目 

・Ensemble Gaude(混声合唱

団)所属 

私のボランティアとの出会

いは高校時代の担任の先生

が、ボランティアを勧めてい

たのがきっかけです。 

そしてＲＡＣとの出会いは卒業後。短大へ進みボラ

ンティアを続けようと探していた時に出会ったの

が、"福島学院大学ＲＡＣ"でした。 

2530 地区の方々と活動を行う中でＲＡＣの楽しさ

を感じていきました。 

就職のため仙台にきてからも、ＲＡＣが忘れられず

１年ほど間が空いてしまいましたが、"仙台ＲＡＣ"

へ入会し、現在に至ります。 

現在、仕事をしながらの活動で大変な面ももちろん

ありますが、素晴らしい仲間との出会いにやりがい

を感じております。 

どうぞ１年間、仙台ＲＡＣ共々よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日  の M E N U：和中折衷弁当 
 

○和食（天丼、香の物、味噌汁） 
 

○中国料理（白菜と肉団子のカレー風味、茄子といんげんの炒め、蛸足と野菜の唐辛子和え） 

仙台ＲＡＣ ８月活動報告 


