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会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

皆さんこんにちは。越谷ロータリークラブの山田二

三夫会長、平田徳久幹事、ようこそお出で下さいまし

た。今週私と、須賀幹事、小林ガバナー補佐、大濱

会員、新沼会員とお二人の息子さんとバリに血液冷

凍庫の贈呈式と、バリタマンクラブの 25 周年式典に

行ってまいります。 

 

Subject: 山 

日本に富士山より高い山があった。 

富士山は言うまでもなく、日本一高い山である。そ

の標高は 3,776m。ところが、かつて日本には富士山

よりももっと高い山があった。 

その山は今も存在している。 

それなのにどうして富士山が日本一高い山なのか。

第 1969 回 例会記録   No． 8 
平成 28 年 9 月 7 日例会 
司会 ： 山本 正乃    編集 ： 新沼 徹 

 
会 次 第 

 
1．点鐘 
2．ロータリーソング 
    「君が代」 ・ 「奉仕の理想」 
3．お客様紹介 
  越谷ロータリークラブ 
    会長 山田 二三夫様 
    幹事 平田 徳久様 
  TKC 全国会 
    副会長 松本 憲二様 
4．会長卓話 
5．幹事報告 
6．委員会報告 
7．外部卓話 
  TKC 全国会 副会長 松本 憲二様 
    「事業継承の問題点」 
8．スマイル報告 
9．出席報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内 平成 28 年 9 月 21 日 
ロータリーの目的 

3 分間ロータリー情報 
雑誌・記事紹介 

会員卓話 

 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                  会 長 ： 松 井 昭 夫 

例会場：越谷市千間台東 1-1-6 クオレ千間台 2Ｆ                              副 会 長 ： 一 柳 昌 利 

T E L  048（975）9898                                        幹 事 ： 須 賀 篤 史 

F A X  048（977）3741                                                  会報委員長 ： 並 木 勇 一 

創 立：1976 年 5 月 11 日 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�


週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
2 

 

その訳はこうである。 
富士山より高いその山は台湾にある。それは玉山

という名前の山です。 
台湾の最高峰で標高は3,997m。日清戦争後の下

関条約によって台湾は日本の植民地となったが、台

湾が日本領となったことでその玉山が日本一高い山

となった。富士山よりも高い山、新しい日本の最高峰

という意味で玉山は新高山と名付けられた。 
しかし第二次世界大戦で日本が敗れ、台湾は日

本領ではなくなった。 
そこで約 50 年の間日本一の座を奪われていた富

士山は、再び日本一の山となったのである。 
ちなみに日本で一番低い山は仙台市の日和山で

標高 3m です。 
国内に 10m 未満の山は 4 つあります。 
大阪の南港にある天保山が 5m、徳島の弁天山が

6.1m、堺市の蘇鉄山が 6.8m です。 
最も低い山は国・地方・知己・大陸・及び島などで、

一番低い山に対する呼称であり、最も高い山に対す

る概念である。 
山の定義や地形学的分類により捉え方は様々で

あり、決定は難しいようです。 
 

誕生祝い 

 
誕生祝い 髙橋 正美 会員 

       松井 昭夫 会員 

 

お客様紹介 

 
越谷ロータリークラブ 

 会長 山田 二三夫様 
こんにちは。 
ロータリーに入り 26年になりますが、今回が初めて

のメ－キャップになります。 
本日は記念すべき日になりましたので、十分勉強

させて頂きたいと思います。 
本日はよろしくお願いします。 

 

 
越谷ロータリークラブ 
幹事 平田 徳久様 

こんにちは。 
ロータリーの経験が少ないですが、小林ガバナー

補佐のご指導を頂きながら一生懸命努力して参りま

す。 
宜しくお願い申し上げます。 
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幹事報告 

 
須賀 篤史 幹事 

 

・RI より最新の RI 定款・細則・クラブ定款・細則が入 

手可能になりました。 

MY ROTARY からダウンロードできます。 

・地区より地区大会のご案内・プログラムが届きました 

ので掲示しました。 

・越谷南クラブ、東クラブから 9-10 月のプログラムが 

届いております。 

 
委員会報告 

 
国際奉仕委員会 委員長 丸林 綾子 会員 

皆様こんにちは。 

国際奉仕委員会です。 

9 月 12 日にバリタマンクラブ 25 周年式典にて、グ

ローバル補助金事業である血液銀行冷凍庫の贈呈

式を行う件で、簡単ではありますがお手元の配布資

料をご覧ください。 

当クラブから松井会長・須賀幹事始め会員の方々

にご協力頂きました。 

本当にありがとうございます。 

  

簡単に今回の概要のみお話しさせて頂きます。 

■バリタマンクラブは 25 年目の歴史のあるクラブで、

会員構成は 44 名（内女性 40 名 男性 4 名）です。 
■活動の目的は、病院にて一定の温度で管理が出来

ない為、血液を廃棄処分にしている事が多く、多くの

命が犠牲になっている現状です。 
また、バリではRhマイナス型の保有者が多く、この

冷凍庫がありますと、バリだけではなく、他の国にも需

要があるという事です。 
■今回のプロジェクトの費用は資料の通りです。 
  
皆様のご協力のおかげで無事に贈呈式まで来る

運びとなりました。 
改めましてお礼申し上げます。 
贈呈式のご報告はまた委員会報告でさせて頂きま

す。 
ありがとうございました。 
 

 

地区大会ゴルフ実行委員会 

実行委員長 一柳 昌利 会員 
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10 月 3 日、大利根カントリークラブにて「ロータリー

財団設立 100 周年 ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大

会」開催致します。 
担当割りを配布致しましたので、当日、皆様宜しく

お願い致します。 
 

外部卓話 

 

税理士法人 青山アカウンティングファーム 

 代表パートナー税理士 松本憲二様 

事業承継について最近感じていることをお話させ

て頂きます。 
3 年前、帝国データーバンクが 50 万社のサンプリ

ングを実施、日本の中小企業の事業者の 65％（3 分

の 2）が後継者がいない、決まっていないという集計

報告をおこなった。 
現在大田区では、ここ 10年で事業所が半分になり、

そしてこの先また 10 年で更に半分になることが予想

される。 
人口（日本）は 30年すると 8000万人減少すると統

計上で出ており、特に中小企業はどの様に生き残っ

ていくか？と事業継承の問題は日本の経済を揺るが

す大きな問題である。 
今後、65％が引き受け手のいない企業が続発、倒

産件数の 5 倍ぐらいが廃業になってしまうことが予想

される。しかし、残念なことに優れた企業が沢山ある

中、それを引き継げない問題が起こっている。 
これは本当にもったいない問題である。 

そこで国を挙げて活性化させよう動きが起こってお

る。しかし、現状では日本のマーケットだけではやっ

ていけない状況が起こっており、近年 10 年位はアジ

アへ進出することが多くなった。 
バブルの時代はアメリカ・ヨーロッパへ進出していく

ことが多かったが、残念ながらほとんどが撤退してし

まった。 
現在残っているのはアジアへ進出した企業であり、

残念ながら、残ってはいるが長続きしないのが現状で

ある。どこの国でもそうであるが、特に日本では飲食

業の店舗が海外へ進出している。 
現在、中小企業整備機関機構にて海外に進出し

たい企業の支援の審査員をやっており、これまでは

申請の上がってくる企業規模は 10 億、20 億、30 億

円になる大企業が多かったが、この頃では 5,000 万

円、1 億円、2 億くらいの中小企業が半分くらいを占

めるようになってきた。 
これは特に、日本の飲食店が日本ではやっていけ

なくなってきたのが原因なのではないだろうか・・・。 
特にアジア、中国では 13億人、ASEANでは 8億

人、そして次のマーケットはアフリカであり 20 億人と

言われておる。 
日本は 1 億 3,600 万人と言われ、ものすごい勢い

で減少しており、人の集まるところにしか消費は生ま

れないのが現状である。 
このような状況の中、中小企業も海外へ進出せざ

るをえないのであろうか・・・。 
7 年くらい前から、政府は中小企業の海外支援事

業を始めたのですが、国内の企業の中ではあまりに

海外進出を支援することは、日本の産業を空洞化さ

せることは問題なのではないかと考える考え方もある。

が、しかし、国内だけでは成り立たない業態に関して

は、国内に留まるのではなく海外も視野に入れてい

かなければならないと考える。 
現在、その支援に向け金融機関も支援も始めてい

るのが現状ではあるが、また海外でも同様に色々な
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国が、色々な企業の誘致に向けて取り組みを初めて

いるところもある。 
さて事業継承に関し、去年、相続税が大幅な増税

になった。事業継承に関し、しっかりした事業承継と

相続税対策を今のうちから考える必要が出てきた。そ

れは大変な税金を持っていかれる可能性がある。そ

こで国も相談にのってくれるようになってきた。 
現在、商工会議所の事業引継ぎセンターが全国

16 か所を中心に相談にのってくれているが、その他、

中小企業生活センター、中小企業大学校などがあ

る。 
また、都道県に万の支援拠点が 49 都道府県にあ

るので、そのような公の支援拠点を活用されるのも良

いかと思います。 
事業承継の出口は後継者がいる、従業員が承継

するのが良いが、それが出来ない場合は、上場（IPO）

を考えるか、又は M&A を考えるしかないが、しかし

それも難しいとなると最終的には廃業を考えるしかな

い。 
そこが日本の大きな問題点である。 
何とか支援していこうというところではあるが、事業

承継は非常に幅広く、1 つは財産の問題、自社株の

問題である。 
株の評価をどのようにするかというと優良企業は株

が高いため、第 3 者はなかなか引き継げないという問

題がある。 
しかし、アジアには相続税がない国が多く、事業承

継がしやすいのが現状である。 
逆に海外の企業が日本のマーケットを狙いにくる

（インバウンド）ケースもある。 
現在、中国に進出していった企業も多いが、現状

の苦しい状況を勘案して撤退したい企業もあるが、中

国政府は非常に厳しく、移転をしたい場合は、工業

等は全て置いていかなければならず、また賃金を 3
年分上納していかなければならないという、非常に難

しい問題もある。 

最近の話題としては、フィンテック（ファイナンシャ

ルテクノロジー）といい、これはもともとアメリカのシリコ

ンバレー初の金融テクノロジーである。 
先月か先々月に、東京三菱 UFJ 銀行が「ビットコ

イン（仮想通貨）」にて決済のできる仕組みを取り入れ

ることになった。 
将来的に決済システムは銀行ではなくなる。 

銀行ではなく IT企業で決済が出来るようになることに

なり、それは大変な問題となってくる。 
それと合わせ、融資はどうなるのかというと、IT 企

業はクラウドファンディングという、世界各国から小規

模の資金を集め、それを中小企業に貸すという仕組

みが、アメリカのシリコンバレーではもう始まっているよ

うである。 
そのような世界情勢を考えると、日本金融界は大

変なことになってしまうように思う。 
もう一つ AI（人工知能）の進歩は目覚ましく、近年

自動車は自動運転をするようになることが予想され、

また車は電気自動車が主流になってくることも予想さ

れ、そうなると事故が起こらなくなり保険会社はいらな

くなり、また電気自動車か主流になってくるとガソリン

がいらなくなるのである。フィンテック革命により銀行

が融資をしなくても IT の会社が決済をするようになり、

事故が起こらなくなり保険会社がいらなくなり、電気自

動車が発達すればガソリンはいらなくなることになる。 
このような話はマイクロソフトのビルゲイツ氏は 40

年前に予言していたと言っている。 
つまり機能だけは残るが、今のバンカー達は必ず

いらなくなると言っていたという。 
日本ではソフトバンクやオリックス、アマゾン、楽天

はそのような状況を想定した次世代の研究を、既に

盛んに進めているようである。 
つまり銀行でなくても色々なことが出来るよう

なる。つまり IT を駆使して AI は人間の感性まで

奪っていくと紙面ではまつられておりますが、そ

うなると「いったい私たちは何のために生きてい
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るのか？」という時代が来るのではないでしょう

か？ 
 

      
 

・越谷 RC、山田二三夫会長、幹事 徳久様 よう 

こそ。TKC 全国会 副会長 松本憲二様、本日の

卓話よろしくお願いします。 

誕生日祝いありがうございます。 
松井昭夫 

・山田会長、平田幹事ようこそ。 
 松本様、卓話よろしくお願いします。 

須賀篤史 
・10 月 3 日（月）地区大会記念ゴルフ、越谷北 RC
がホストクラブで行います。当日は例会変更です。 
皆様、全員のご協力をお願い致します。 

一柳昌利 
・今年度、越谷RC会長、幹事です。初めての訪問

ですが、楽しみにしておりました。 
 これから一年間ご指導の程、宜しくお願い申し上

げます。 
越谷 RC 会長 山田二三夫 

                  幹事 平田徳久 
・世界平和のために             酒井新樹 
・松井会長、髙橋正美様、お誕生日おめでとうござ

います。                    市川洋和 
・お客様いらっしゃいませ。 
 明日からバリに行く、松井会長、須賀幹事はじめ

ご参加の方々ありがとうございます。 
丸林綾子 

・本日もよろしくお願いします。      髙瑠美子 
・松本先生、卓話よろしくお願いします。 

小林光則・佐藤要 
・松井年度が始まり前期の会費納入をお願いして 
おりましたが、全会員より納入をして頂きました。 

 遅れましたが、ここでご報告申し上げます。 
黒田幸英 

・スマイルご協力、お願いします。 
大濱裕広 

・広尾日赤通院の為、ガバナー公式訪問欠席させ 
て頂きます。 

石井知章 
・日々、奉仕の気持ちを大切に。 
本日も宜しくお願い申し上げます。 

新沼徹 
・越谷 RC 山田会長、平田幹事ようこそ‼ 
 TKC 全国会 副会長 松本憲二様、本日の卓話

宜しくお願い致します。 
大熊正行 

・越谷 RC 山田会長、平田幹事様ようこそ。 
 松本様、卓話よろしくお願いします。 

中澤伸治・青木清・小林操・小宮山大介   
太田靖彦・山本正乃・松﨑義一・宮﨑敏博 
江口公晴・岡﨑勲・鈴木由也・関森初義 

 
 
  
 

出席報告 
会員数            51 名 
出席免除者         14 名 
出席者            39 名 
欠席者             6 名 
出席率           86.6% 
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