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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2583回例会 平成 25年 11 月 1日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止 平山 秀樹 委員長より  先月の出席率 100％ 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 渡辺 孝 会員より 

 ロータリアンらしく気品ある態度で、楽しい例会にするためにご協力をお願いいたし

ます。 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      吉田 稔 会員 

◇ お客様紹介 

成田コスモポリタン・ロータリー・クラブ  

大木 裕信 様 

米山記念奨学生    ムンクバト 君 

◇ 誕生日 

矢島 紀昭 会員、岸田 照泰 会員 

角田 憲司 会員、角田 幸弘 会員 

平野 省二 会員（欠）、池内 富男 会員（欠） 

＜前回分＞ 

佐瀬 和年 会員 

◇ 結婚記念日 

滝澤 尚二 会員、小宮山 四郎 会員 

神﨑 誠 会員、堀口 路加 会員 

甲田 直弘 会員、沢田 喜信 会員（欠） 

仲村 盛政（欠）、藤﨑 壽路 会員（欠） 

 

◇ ニコニコボックス 

堀口 路加 会員：膝の古傷がひどくなり昨年 9 月に半月板損傷の

診断を受けて以来、治療とリハビリ・トレーニングを続けようやく
山歩きが出来るほどに回復し、今週（10 月 28 日～30 日）紅葉真っ
盛りの黒部渓谷下ノ廊下を歩いてくることが出来ました。（約 30

キロほどの道のりです）膝が良くなったことを嬉しく思い、また無
事に戻ってこれたのでニコニコさせていただきます。 

 

諸岡 靖彦 会員： 昨１０月３１日成田商工会議所の臨時総会で、
池内富男会員が新しい会頭に選任されました。併せて、小泉英夫会

員と小生が副会頭として新たに選任されました。池内新会頭には１
５日の例会で就任のご挨拶をいただくことになっておりますが、と
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りあえず会員の皆様にご報告し、当市の抱える商工観光及び空港をめぐる諸課題への対処

について、ご協力、ご鞭撻をお願い申し上げます。 

 

小川 賢 会員：10 月 27 日（日）、国際文化会館で明治大学マン
ドリン倶楽部の演奏会がありました。私は今年の 5 月から成田地域
支部の支部長になり、その実行委員長ということで、会員の皆様に
は広告協賛、チケットの購入、その他いろいろな面でご協力頂きま
した。お陰様で７００～８００人の皆さんがお見えになり盛大に開

催することが出来ました。普段、親しくお話ししない老年のご夫婦
が一緒になって歌を歌っている姿を見て本当に楽しいひと時を過ごさせていただきました。
ご協力ありがとうござました。 

 

石橋 菊太郎 会員：2 つあります。1 つ目は地区の青少年奉仕委
員会でお手伝いさせていただいているインターアクト国外研修 
に行ってきました。成田からは、成田付属高校の平山誠之助君が参
加し、早川先生が引率で一緒に行ってくださいました。前日までは

台風が心配でしたが、当日は天気も良くソウルの西大門へ見学に行
きました。西大門独立公園内にある西大門刑務所歴史館には、日本

植民地時代に独立運動家らを収監し、第二次大戦後は韓国政府が使った獄舎などを保存公
開しています。植民地時代の監獄や死刑場、独立運動の取り調べの様子を史料や人形で再
現しています。日本人にとっては気軽なテーマではありませんが、日韓の近代史を考える
意味では有意義な現場見学になったのではないかと思います。それともう一つ、今この時
間、菊屋でＴＢＳ『ぴったんこカンカン』の収録を行っています。お刺身、すきやき、う

なぎを出してきました。放映の日もはっきりしないまま出てきましたが、二つあわせてニ
コニコさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。ここ数日、ようやく爽やかな秋空

が覗くようになりましたが、あちこちの山では初冠

雪の便りも聞かれ、いわゆる初秋の日並をスキップ

して、晩秋に近づいているような気がする今日この

頃です。 

さて、７月に新執行部が出発して以来、昨日で４

か月、１年の３分の１が経過いたしたところであり

ます。１か月遅れではありますが、今期の７月から

９月までの第一四半期の予算執行状況の概要につい

てご報告とお願いを申し上げます｡今日は数字が多いので、メモを見させていただきます。 

まず収入につきましては、総体で５４．５％の進捗率であります。収入はほぼ順調では

ありますが、ニコニコボックスの実績が予算比１７．７％、そしてロータリー財団特別寄

付金収入が、先週、米山記念奨学・ロータリー財団の小川委員長から説明がありましたよ

うに予算比１９．８％であるのに対して、米山記念奨学会特別寄付金は７０．０％とその

比率が少々アンバランスになっております。先週の小川委員長の卓話にもありましたよう

に、成田ロータリー・クラブにおきましても、「未来の夢計画」に積極的に参加しようと

しているところでもあります。ロータリー財団への寄付について新規の寄付あるいは増額

を考慮いただければ幸いです。また、ニコニコボックスにつきましても、本来は予算化す

http://www.konest.com/contents/spot_mise_detail.html?id=508
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る性格のものではないことは承知いたしておりますが、少なくとも会員の誕生祝いおよび

結婚祝いにつきましては、暗黙のルールを順守いただきたいと思います。 

次に支出につきまして、総体で４３．４％の進捗率であります。これは、インターアク

ト年次大会がありましたために、青少年奉仕活動費の進捗率が９１．１％であることが大

きく寄与しているだけであり、今年度実績がゼロである委員会もいくつかあります｡ 

予算の進捗率、つまり消化率と事業の実施状況は常に相関いたしております。予算超過

とまでは申しませんが、各委員会におきましては、積極的に予算消化、つまり事業の活性

化に努めていただきたいと思います。ちなみに９月末現在での支出ゼロは、特別委員会、

各種同好会、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕等です。先週の小川委員長の卓話にもありま

したように、成田ロータリー・クラブはこれまで米山記念奨学金寄付及びロータリー財団

寄付につきましては、長い歴史の中で非常に多額の貢献をいたしてまいりました。せっか

く「未来の夢計画」も動きだしましたので、ぜひこの基金を利用すべく、各委員会におか

れましても、中長期的な計画の立案を目指して活発に議論していただきたいと思います。 

 本日の「一言、言わせろ」コーナーですが、どなたかいらっしゃいますか。現時点での

予算の執行状況の詳細に関する質問でも結構です。「活気に満ちた楽しいクラブ」を目指して、

皆様方の提案あるいはご不満等お寄せいただきたいと思います。 

 最後になりましたが、成田コスモポリタン・ロータリークラブの大木裕信様、米山記念

奨学生のムンクバト君、ようこそ成田ロータリー・クラブの例会にお越しいただきました。

楽しいお時間をお過ごしください。 

 

◇ 奨学金の授与 

米山記念奨学生    ムンクバト 君 

みなさん、こんにちは。奨学生になって半年が経ちますが、

先月行きました研修旅行のおり、2790 地区の今年度の奨学

生のみんなで、日本でなにかやりたいということで、今、宮

城県三陸町にボランティア活動に行くという方向で進めて

います。今年度の奨学生は 23 名ですが、大体 10 名ぐらいで

は行きたいと思っております。ボランティアが終わりました

ら、また報告したいと思っております。 

 

◇ フェローピン授与 

ロータリー財団 

ポールハリスフェローピン授与 神﨑 誠 会員 

 

◇ 地区ＲＬＩ委嘱状 

ロータリー第 2790 地区ＲＬＩ実行委員 委嘱状 

石橋 菊太郎 会員 

松田 泰長 会員 

設楽 正行 会員 

諸岡 靖彦 会員 
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RLI（Rotary Leadership Institute:ロータリー・リーダーシップ研究会） 

ロータリーではよくリーダーシップという言葉が使われますが、今年度は漠然としてでは

なく、もう一回しっかりロータリーを勉強しようという事で、スッテプ１、２、３の三段

階で勉強し、最後にもう一度研修があり、ディスカッションリーダーという資格を私たち

はいただいております。少ない人数の中でディスカッション形式をとり、皆さんに色んな

形で意見を出していただく、という手法を取り入れています。是非、こういう機会を来年

の 1 月から 2790 地区で立ち上げる予定ですので、奮ってご参加いただきたいと思ってお

ります。 

 

◇ クラブ広報委員会   佐藤 英雄 リーダー 

今月はロータリー財団月間です。“新しくなったロータリー財団”

８Ｐ～、「世界最初の承認となったグローバル補助金によるデンタ

ルＶＴＴについて」これは世界規模の補助金です。国内に対しまし

ては１８Ｐ～「地区補助金で・・・こんな活動をしました」が掲載

されています。これは試験的にある特定の地域を選抜した結果です。

最後に２６Ｐ～米山の奨学金による「ありがとうロータリアン！」の記事も是非お読みく

ださい。 

 

・ロータリー財団     阿部 慎一 リーダー 

小寺 真澄 会員よりポールハリスフェローへ１，０００ドルの寄

付をいただきました。 

 

・ゴルフ委員会     神﨑 誠 会員 

先日中止になりました第 9 分区親睦ゴルフコンペですが、11 月 28 日（木）に開催される

こととなりました。詳細は後日ＦＡＸさせていただきます。また、

ＯＢ会員を交えてのゴルフ同好会の日程も決定しましたのでお知

らせいたします。 

開催日：12 月 20 日（金） 

場 所：久能カントリクラブ  

参加希望者は神﨑までご連絡をお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

１．ロータリー財団事務局   「財団室 NEWS１１月号」            

２．白井 RC     例会場、日時変更のお知らせ                  

３．第２回成田スポーツフェスティバル協賛のお礼                

≪連絡≫ 

１．地区大会参加者送迎バスの確認    

１１月１０日（日） 京成成田駅東口  コンフォートホテル前  集合 ７：３０ 

２．秋葉会員は通院日が毎週金曜日なので当分例会には出られないとの事。 

３．例会終了後、理事役員会が開催されます。 



 5 

◇ 卓話   

自己紹介及び事業承継について 

逆井 哲也 会員 

（京葉銀行成田支店 取締役成田支店長） 

私もロータリークラブに入会させていただきまし

て 9 カ月が経ちました。銀行に入行し 32 年過ぎまし

たので、その行員生活と今銀行が取り組んでいるサ

ービスについてお話しさせていただきます。 

早速ですが、私の名前は逆井（さかさい）となか

なか読んでいただけることがないものですから、皆

様のテーブルに逆井城のパンフレットをお配りしま

した。私とは全く関係ありませんが、この逆井城は

茨城県の坂東市にあります。今から４００年以上前

の戦国時代末期（１５７７年）に後北条氏の北関東

進出拠点として築城されました。１５９０年（天正

１８年）、豊臣秀吉が小田原城の後北条氏を滅ぼし

たため、逆井城も廃城になりましたが現在もその外

堀と土塁が残っています。調査によって、櫓（やぐ

ら）門、橋、塀、主殿、二層櫓などが復元されまし

た。他に柏市にも逆井駅というのがあります。そこ

には逆井商店街があり、さかサイ君というゆるキャラもいますし、駅前のコンビニにでは

さかサイダーというご当地サイダーもあります。 

 

 さて本題に入りますが、先々週千葉興業銀行の小柳会員が銀行生活についてお話しされ

ておりましたので、私は小柳会員が入行される以前のお話（昭和 5７年入行）をさせてい

ただきたいと思います。稲毛支店に 6 年間おりました。その頃の銀行は右肩上がりで大学

を卒業したばかりの 3 月 23 日から出社、何もできないのにその次の日から窓口をやらさ

れました。そして、その日から 9 時、１0 時まで残業。今では考えられないことです。し

かし、私は大学生活も存分に楽しみましたので、仕事や残業することはそれほど苦にもな

りませんでした。当時は、預金獲得が一番目標。預金を多く獲得すれば、それだけ運用も

できるからです。しかし、預金を獲得するという事は、お客様との営業時間外のお付き合

いも増えることとなり、行員にかなりの負担となっている部分もありました。上司の中に

は体調を壊す方もいらっしゃいました。昭和 63 年まで稲毛支店に勤務し、その後成田支店

へ参りました。成田では、営業で三里塚、空港、ゴルフ場などを廻りました。バブルの少

し前でした。その頃、当行でも海外に拠点を置こうという事で外部試験を受けて合格すれ

ば海外研修として 2 か月行けるという話があり、試験を受け合格した私はその研修に参加

することが出来ました。日本に帰国後、国際部に異動いたしました。その後、ニューヨー

クかロンドンへ半年行くという研修があり、これにもロンドンへ半年参加いたしました。

ロンドンでは第一勧業銀行のロンドン支店にお世話になり勉強させていただきました。ロ

ンドンの半年は、日本ではなかなか味わう事の出来ない経験を沢山させていただき、とて

も貴重な体験となりました。その後いくつかの支店をまわり、本部の営業渉外部へ。そこ

では法人サポートメニューのご案内を立ち上げる部署にいました。その後今に至ります。 
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京葉銀行では本年 6 月に組織改定を行いました。本部に成長戦略推進部を新設し、部内

にコンサルティング営業グループというグループをつくりまして法人のお客様、個人のお

客様のコンサルティング業務にワンストップでの対応を図っております。 

 このコンサルティング営業グループの業務のひとつとして事業承継対策のコンサルティ

ングをおこなっておりまして、本日はこれについてお話しさせていただきます。 

たまたま、今月千葉県経営者協会主催で 8 日に「基礎からの中小企業の事業承継」セミ

ナー、14 日に千葉県中小企業診断士協会主催、、成田商工会議所が共催で成田商工会議所

に於いて「事業承継無料セミナー・無料相談会」、21 日に当行が成田支店で中小企業のた

めの「わかりやすい事業承継対策セミナー」開催と事業承継が経営者の大きな課題になっ

ている証だと思います。 

 

・事業継承の現状 

（１）まずは事業承継の現状について、お話しさせて頂きます。 

中小企業庁にて発行している中小企業白書によれば、数年前の数字になりますが廃業す

る企業が年間 29 万社。その中で後継者の不在を第一の理由とする廃業が 7 万社あり、こ

れによる雇用の喪失は毎年 20 万人から 30 万人に上ると推定されています。日本経済を支

える中小企業の雇用や技術の喪失といった観点から、事業承継問題がクローズアップされ

ています。 

①事業承継を取り巻く現状として経営者の年代と経営状況についてですが、経営者の引退

年齢は上昇傾向にあり、経営者の高齢化が進んでいるそうです。ちなみに 30 年以上前

の事業承継時期は中規模企業で６１．３歳であったものがここ 5 年間の平均は６７．７

歳と遅くなっています。また経営者の年齢別経常利益の状況は、経営者が高齢である起

業ほど、経常利益の状況について、「減少傾向」と回答する割合が高いそうです。今後

の事業運営方針についても、経営者の年齢が高い企業ほど、「縮小や廃業したい」と回

答する割合が高くなっているそうです。 

②事業承継のタイミングは事業承継した後継者が「ちょうど良い時期だった」と回答する

割合が最も高い年齢層は 40 歳～49 歳がいいと考えているようで、こう回答した後継者

が実際に承継した時の平均年齢は４３．７歳です。後継者の最近 5 年間の事業承継平均

年齢５０．９歳となっていますのでちょうどいい時期から約 7 年遅く事業承継されてい

るのが実際です。 

③事業承継による経営者の世代交代が起業にもたらす変化としては、年齢にかかわらず事

業承継後の業績は「良くなった」と回答する割合が、「悪くなった」と回答する割合を

上回っております。加えて事業承継時の後継者の年齢が若いほど、承継後の業績が向上

する傾向が見られるそうです。中小企業白書では、「事業承継の意義は、企業の存続は

もとより、新たな経営者の手によって企業が更なる発展を遂げ、地域や社会と一層強く

結びついていくことにある」とまとめています。 

④事業承継の形態の変遷については、近年の傾向としては「親族外の役員・従業員」や「社

外の第三者」への事業承継が増加していますが、中規模企業においては 20 年以上前は

後継者の８３％が息子・娘であったのに対し最近 10 年では４３．１％まで減少してお

ります。 

 

（２）後継者選びの現状と課題として、まず事業継続の意向と後継者難について 

①経営者が引退した後の事業継続の方針については、中規模企業の大半が、数字で言うと

８４．５％が事業の継続を希望しております。しかしながら小規模事業者では事業継続

の希望は 6 割弱となり、廃業の希望が 1 割強となります。 

廃業を希望する理由を見ますと、後継者難に関連した項目が、半分以上を占め、その内
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訳としては「息子・娘に継ぐ意思がない」「息子・娘がいない」といった子供への事業

承継が難しい事が約 6 割を占めており、親族以外の後継者も視野にいれざるを得ないこ

とがわかります。 

②帝国データ―バンクによれば平成 20 年から平成 24 年までの現経営者の承継形態を規模

別に見ますと、小規模事業者が親族への事業承継が 6 割強であるのに対し、中規模企業

では 4 割強にとどまり、中規模企業では、社外の第三者を含めた親族以外による承継が、

親族による承継を上回る状況となっています。 

③また、事業承継の際に起こり得る問題として、親族に事業を引き継ぐ際には「経営者と

しての資質・能力の不足」や「相続税・贈与税の負担」が挙げられており、親族以外に

事業承継をする場合に問題となりそうなこととしては、借入金の個人保証や資産・負債

の引き継ぎに関することがあげられます。 

いずれにしても事業承継にあたっては多様な問題が起こり得ることが予想されますので、

問題が起こらないように事前に準備していくことが、円滑な事業承継に向けた課題となる

とされています。 

 

（３）事業承継の準備として具体的取り組みとしては「後継者の資質・能力の向上」を挙

げる企業が最も多くなっています。 

①向上させる必要のある後継者の資質・能力としては、小規模事業者は「親族であること」

「自社の事業・業界について精通していること」を挙げているのに対し、中規模企業に

おいては「リーダーシップが優れていること」「経営に対する意欲が高いこと」を挙げ

る割合が多くなっており、企業規模により傾向が異なっております。 

②一方、後継者に不足している能力等は何かというと「財務・会計の意識」「自社の事業・

業界への精通」の回答割合が高くなっています。 

円滑な事業承継のためには、社内外の関係者から事業承継に関する理解を得ることが大

事であり、そのための効果的な取り組みとしては、小規模事業者では「後継者が自社で

活躍すること」、中規模企業では「後継者を支える組織体制を構築すること」が最も高

い割合となっています。 

事業規模が大きくなるほど、経営者が独力で企業を運営することは難しくなるため、特

に中規模企業においては、後継者を支える経営幹部の養成や組織体制づくりによって、社

内外の関係者から承継への理解を得ていくことが重要と考えられます。 

 

（４）事業売却について 

①経営者の引退後も事業の継続を希望するも、後継者を確保できないといった企業にとっ

ては事業を売却する、いわゆるＭ＆Ａについても事業承継の方法として考えられます。

未上場企業間のＭ＆Ａ件数についてはリーマン・ショック以降減少傾向にありましたが、

平成 23 年を底に上昇に転じています。 

②事業を売却する場合に障害として考えられることは「買い手企業を見つけることが難し

い」「適正な売却価格の算定が難しい」「手法・手続き面の知識が不足している」とい

ったことが挙げられます。事業売却を希望する企業は、公的機関に相談したり、Ｍ＆Ａ

仲介会社に仲介を依頼したりまたは金融機関に相談する事などを検討する必要があり

ます。 

 

・当行の取り組み 

京葉銀行では、お客様の事業承継のお手伝いなどに取り組んでおりますが、事業承継は

後継者問題などの「ヒトの承継」と自社株式や事業用資産などの「資産の承継」に大きく

分けられます。 
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いずれの承継も一朝一夕にできるものではなく、十分な時間的余裕をもって取り組むこ

とがスムーズな事業承継へとつながるものと考えます。 

まず、「ヒトの承継」として最も肝心な問題として誰に会社を承継させるか、といった

ことがあります。子供など親族内での承継をするのか、それとも従業員などの親族外での

承継とするのか、あるいはＭ＆Ａなどで第三者にて承継するのか、これにより「資産の承

継」をどのように行うのかが異なってきます。 

当行のコンサルチームでは、お客様とのヒアリングを実施し、このような問題提起から

始まり、どのように資産を承継したらよりスムーズに、負担なく承継が行えるのかを提案

させていただいていますのでよろしくお願い申し上げます。御清聴ありがとうございまし

た。 

 

第 5 回理事・役員会 

１．11、12 月の例会及び事業、行事計画の確認 

11 月の予定  

１日 (金) 月初例会 第 5 回理事・役員会 

８日 (金) 振替休会 １１月１０日 地区大会へ振替休会 

１５日 (金) 通常例会 会員卓話 岸田 照泰 会員 

２２日 (金) 通常例会 卓話 南様（三菱サイモン（株）） 

２９日 (金) 通常夜間例会 点鐘 １８：３０ 
ゲスト スペシャルオリンピックスより 

12 月の予定  

６日 (金) 年次総会 第 6 回理事・役員会 

１３日 (金) 通常例会 クラブ協議会（上半期事業報告） 

２０日 (金) 忘年家族例会 成田ビューホテル（オークション） 

２７日 (金) 休会  

※11 月 10 日（日）地区大会 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 
※11 月 22 日（金）第 4 回会長・幹事会 
※12 月 22 日（日）ボーイスカウト成田第 1 団交流会                    承認 
２．指名委員会による 2016～2017 会長候補者承認の件 
2016～2017 会長候補者 石川 憲弘 会員                        承認 
３．成田コスモポリタンロータリークラブ創立 20 周年式典参加の件 
全員登録、5 月 16 日（金）例会を振替休会とする。                     承認 
４．ロータリー冊子購入の件 
「ロータリーへのお誘い」  50 冊   100 円 
「今日からロータリアン」  50 冊   300 円 
「これだけは知っておきたいロータリーの基礎知識」 50 冊  400 円 
「ロータリー財団ハンドブック」 10 冊   500 円 
「ロータリー情報ハンドブック」  3 冊     2,000 円 
送料                     550 円 
合計       ５１，５５０円        承認 

５．地区ＲＬＩ研修会の開講の件 
佐瀬 和年 会員参加予定、 講習料 1 回３，０００×３＝９，０００円はクラブ負担、           

承認 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 １０月２３日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

渡辺 孝 会員 １０月３０日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、佐瀬 和年、小宮山 四郎 
吉田 嘉浩、平山 秀樹、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、小川 賢 
神﨑 誠、飯田 正雄 各会員 

11 月 1 日 理事・役員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４０ ２２ ６４．５２％ １００％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


