
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

災害子ども支援ネットーワークみやぎ 

代表世話人 小林純子様 

「東日本大震災から 5年目の子ども達」 
 

 

次週の予定 
 

東北電力株式会社 執行役員宮城支店長 

戸田靖久様 

「エネルギーミックスについて」 

２０１５－２０１６年度 (№１２）第２８３９回 例会（平成２７年１０月１日） 

予 定 
10月 5日 合同幹事会 

10月 22日 移動夜間例会「観月会」 

10月 23日 広島東南ＲＣ歓迎ゴルフコンペ 

10月 25日 在仙 11ＲＣ親善ゴルフコンペ 

11月 2日 合同幹事会 

11月 5日 定例理事会 

出席率  会員数５０名    

９月 ３日 ７４．００％ 

９月１０日 ７６．００％ 

９月１７日 ７４．００％（９月３０日現在） 

 
お誕生日おめでとうございます 
１０月 １日  菅野 忠昭 会員 

 

前回のゲスト（9月 17日） （敬称略） 

㈱帝国データバンク 東北ブロック統括マネージャー兼

仙台支店長 小川孝司 
 

結婚記念日おめでとうございます 
１０月 ２日  高木 信三 会員 

前回のビジター（9月 17日） （敬称略） 

なし 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額    １７，０００円 

今年度累計額   ３６３，０００円 
 

 

 
第１回板垣努会長杯 ゴルフコンペ報告 

 

開催日：平成 27 年 9 月 27 日（日） 

場 所：杜の公園ゴルククラブ 
 

暑からず寒からずのゴルフ日和の 9 月 27 日、第 1 回板垣努 

会長杯ゴルフコンペが杜の公園ゴルククラブで開催されました。 

久しぶりに参加した佐藤三生会員が同伴競技者とハンデに 

恵まれて優勝しました。準優勝は 37・37 で宮里藍ちゃんも顔 

負けのベスグロの西尾章会員、3 位は最近メキメキと実力急上 

昇中の遠藤敏夫会員でした。 

圧巻はイン 14 番でグリーンの奥にパーオンした西尾会員の 

20 ヤード超の下りパッティングがスルスルとあれよあれよと 

目を見開いているうちにコトンとカップインしたバーディプ 

レーでした。            （佐藤三生会員） 



 

 

 
 

 良い会社と悪い会社の見分け方  
 

東北ブロック統括マネージャー兼仙台支店長 小川孝司様 
 

帝国データバンクは、仙台へ明治 43 年（1910 年）

に全国 10 番目の事業所を仙台市国分町 155 に開設

させてもらい、通算では 105年余りとなります。私

で 18代目の支店長となっております。 

本日、一つ目の資料として、大正元年 11 月に初版

を発行しました「銀行会社要録」の宮城県版のコピ

ーをお持ちしました。当時は、銀行が全国に 2,000

以上ございまして、銀行向けの資料の意味を込めて

作成し販売しておりました。宮城県ですので、「七

十七銀行」、「橋本店」、「伊澤酒造」など、現在まで

営業している企業も掲載されております。 

さて、本日の卓話でお話させて頂きますのは、「良

い会社と悪い会社の見分け方」～目利き力～につい

てです。 

step.１では、今ではまず、企業の情報を収集しよ

うと考えた時には、一番手軽な手段としてあげられ

るのがインターネットでしょう。しかし、インター

ネットには落とし穴がることも頭の片隅に入れて

おきたいものです。 

会社にとって有益な情報だけを誇大表示している

会社も少なくありません。事実と照合することに心

がけたいです。その他に、電話帳・地図帳・会社案

内・四季報・有価証券報告書・経済新聞・経済誌・

業界紙（特定の業界）・信用情報誌（信用調査会社

などが発行）取引先と関連がないかを逐一チェック

して連鎖倒産を予防したい。 

Step.2 取引先のことを、さらに調べたいときに多

くのビジネスマンが利用しているのが法律の下で

作成された登記簿です。商業登記は会社の「戸籍」

資金繰りから成長性まで情報が満載。会社は「法人」

として、取引の主体となります。注目したいのは記

載内容の変化です。隠しておきたい事情もそこから

見えてきます。 

① 商号：商号には、創業者の名入れしたり、事業

内容や企業理念を表すなど、思い入れがあるも

のです。変更される場合には、特別な事情があ

ると考えられ

ます。なお、

「三井○○」

「三菱○○」

などの商号を

持つ会社全てが財閥系とは限りません。名前だ

けで「バックボーンがしっかりしている」等と

判断するのは止めましょう。 

② 本店所在地：移転は業務縮小や資金のひっ迫の

可能性があります。本店は営業活動の拠点。そ

れが頻繁に移転している会社は、何らかの事情

を抱えていると考えるべきです。商業登記簿に

記載された本店所在地を訪ねたが、そこに会 

社がなかったというケースは要注意。詐欺紛 

いの行為を繰り返している悪徳業者の危険性が

あります。 

③ 目的：事業が多岐に亘り過ぎている場合、本業

の不振が考えられる。目的欄には会社の事業目

的が書かれています。目的を記載するのは、そ

の会社がどんな仕事をしているのか、対外的に

分かり易く示すためです。法的にはいくつ列挙

してもかまわないが、明確性・適法性・具体性・

営利性に欠けるものは認められません。 

※「取込詐欺（パクリ屋）」：何度か通常の取引を行

って相手を信用させ、そのうえで大量に商品を仕入

れて支払をせずに逃げ、第三者に商品を売りさばい

て利益を得る詐欺のこと。 

プロの視点：テレマーケティング、人材派遣、古 

物商、雑貨商、経営コンサルティング。これらの事

業あるから危険というわけではありません。本業と

の関連性が低いものや販路の異なるものが並ぶと

きには注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の報告 

 

 

１０月国際月間目標 「経済と地域社会の発展月間／米山月間」 

１１１０００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＄＄==￥￥１１２２００   



 

 

 

家庭集会委員長 佐藤三生会員 
 

9 月 17 日の例会後、日置道隆会員のご好意で金剛

宝寺輪王禅寺（住職・日置会員）を訪問しました。

参加者は 9 名で、まず約 1 時間、参道から案内して

いただきました。 

日置住職は森の防潮堤協会の理事長を勤めてお

られ、自然の森こそ、一番安定した生命の塊なのだ

とする信念のもとに千年希望の丘植樹をご指導な

さっています。 

参道の両脇には手入れの行きとどいた自然の森

が出来上がっていました。お話では、10 年前は雑草

だけが生えていた野原だったそうで、日置住職が何

年もかけて自然の森に仕上げたのだということで

した。 

また、敷地内にはたくさんの幼木がありました。

どんぐりを拾って育てたという３万本の木は逐次、

千年希望の丘に移植されるのだそうです。 

続いて庭園を拝見させていただきました。運よく

雨が落ちてきて、雨にぬれたシラハギ、ツクシハギ、

サルスベリなどが池や茶室、三重塔をバックに光っ

ていました。この後本堂で、仙台に移って 410 年の

歴史がある輪王寺の現住職日置会員から「いのちと

心が廻る寺づくり」の講話をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱帝国データバンク 東北ブロック統括マネージャー兼仙台支店長 小川孝司様：本日はありがと

うございました。つたない卓話をお聞きいただきありがとうございます。 

松良 千廣会員：宮城県高校英語弁論大会 2 年連続優勝しました。今年はおまけで準優勝も頂き、

2 人が東北大会出場です。 

星   毅会員：本日会長代理です。食事ものどを通らないと思います。 

山下 晴輝会員：妻とニコニコしようとしたら断られました。結婚記念日のお礼です！！ 

 

本 日  の M E N U： 和中折衷料理 
 

和食：○炊き合わせ  ○鮪漬け風山掛け  ○小松菜彩り浸し 

 

中華：○五目あんかけ御飯  ○搾菜  ○野菜スープ 

第 1 回職場訪問報告 


