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会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

  
中小企業 2,030 年消滅？社長の年齢 14 年後 80

歳前後になるかも 
日本経済を支える中小企業が｢消滅｣の危機を迎

えるかもしれない。 
経営者の年齢は 2,015 年に 66歳となり,この 20年

で 19 歳上がった｡円滑な事業継承や 
若者の企業が進まなければ 30 年には 80 歳前後

に達し,今の男性の平均寿命とほぼ並ぶ。 
早く手を打たないと厳しい未来が現実になってしま

う。 
東京五輪が遠い思い出となった 30 年の日本。年

老いた中小企業経営者の 2 人が沈んだ顔でなにや

ら話していた。｢後継者がいない｣ 
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A｢俺たち団塊の世代ももう 80 代か｣ 
B｢その昔、一億総活躍ってのがあったけど、俺もこ

の年までよく活躍したと思うぜ。もう引退させて貰

いたいよ」 
A｢息子さんもぼちぼち還暦だろう継いでくれるの

か｣ 
B｢大企業でも定年が 75歳になったそうで、今の会

社に骨を埋めるって言うんだぜ｣ 
A｢うちも継ごうなんて人は見つからないよ｣ 
B｢まだしばらく活躍しようか・・・｣ 
今から 14 年後の団塊の世代の会話を絵空事と片

づけるわけにはいかない。そんな未来はもう目の前に

来ている。 
 
授業などで使うチョークで、一時期は国内シェア首

位を誇った羽衣文具‘(愛知県春日井市)は 15 年 3
月 80 年超の社歴に幕を下ろした。滑らかな書き心地

で国内外に愛用者が多く,｢チョーク界のロールスロイ

ス’｣称されるほどだった。 
しかし渡部社長（72）の病気で事業を続ける亊が

難しくなった。後継者が見つからず 
廃業に追い込まれ、技術や設備,商標は韓国企業

に引き渡した。渡部社長は「ほかに手立てはなかった

のか」と悔やむ。 
 
中小企業のうち従業員数が 20 人以下の事業者は、

14年までの 2年間で廃業が開業を 17万社上回った。

規模の小さい企業は減少局面に入っている公算が

大きいと言われております。休業や廃業、解散した企

業の半数近くの経営者が 70代。経営者が 70歳を超

えると会社の存続に見切りを付ける可能性が高まる。

経営者の年代別の人数を調べたところ、15 年のピー

クは 66 歳。1995 年は 47 歳だったため,毎年ほぼ 1
歳ずつ上昇している。このままでは 2030 年には 80
歳に届く計算で、多くの企業が存続の判断を迫られ

ることになる。日本では企業数の 99 パーセント超働く

人の 70 パーセントを中小企業が占めている。すべて

の中小企業が消えることはないにしても、経済の土台

は間違いなく揺らぐ。こうした未来を避けるには,早い

うちに世代交代をすることが大事である。 
 
金融機関は担保の無い個人には､お金を貸さない、

現状では失業者も限られるため進行する廃業増加が

関心を引くことも少ない。しかし真の問題は失敗によ

る廃業が少ないことだ。 
 
要因は挑戦のコストが高いからであると言われてい

ます。 
 
M&A も選択肢の一つかも。私の同業ですが，息

子が営業向きで無いと言うことで，その社長のお兄さ

んが顧問弁護士をしている鋼材問屋に相談して，

M&A が成立し、今現在順調に会社経営がされてい

るところもあります．会社自体は優良企業でした。そ

の辺の見極めも大事だと思いました  
 
私事ですが、10 年くらい前から息子に事業を承継

するべく，取り組んでおりますが 
中々，思うように行かないものですね，親の考えと，

息子の考え、の差が出てきますね。 
息子は今経理と工場管理をしています。娘婿が営

業をやり二人でなんとかやっていますが 
息子は営業には中々出歩かない，娘婿に何かアク

シデントが、あった時に困るなと思っている毎日です。

今期中に，専務にして後継者としての位置づけを、

明確に為るつもりです 
何かいい知恵がありましたら，宜しくお願いいたし

ます。 
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幹事報告 
 

 
須賀 篤史 幹事 

 
・ 地区より「フレッシュ高校生感動体験プログラ

ムへのご協力」が届いております。 

掲示しましたのでご興味のある事業所は私ま

でお申し付けください。 

・ 米山の寄付金総額が 4000 万円を達成しま

した。今年の地区大会で表彰されます。 

・ 越谷商工会議所より設立記念式典のお礼が

届いております。 

・ 越谷クラブ、南クラブ、東クラブ、中クラブより

今月と来月のプログラムが届いておりますの

で掲示しました。 

・ 東クラブより年度計画書が届きました。 

・ 先週の理事会にて新会員予定者の近藤さん

の承認がされました。本日より 2 週間掲示い

たしますので異議等がございましたらお申し

付け下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚・誕生祝 
 

 
 
 

結婚祝 
7 月 9 日 大島 直幸･麻由子 ご夫妻 
7 月 17 日 小宮山 大介・道子 ご夫妻 
7 月 29 日 関森 初義・恵子 ご夫妻 
7 月 31 日 佐藤 要・順枝 ご夫妻 
誕生祝 
7 月 10 日 髙 瑠美子 会員 
7 月 27 日 一柳 昌利 会員 
7 月 29 日 吉澤 晴雄 会員 
7 月 23 日 中澤 伸浩 会員 
7 月 5 日 深野 秀樹 会員 
 
結婚・誕生日 おめでとうございます 
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3 分間ロータリー情報 
 

 
大熊 正行 委員長 

今年度、ロータリー情報委員会委員長を務めます、

大熊です。一年間宜しくお願い致します。当クラ

ブも創立 41年目を迎えたということで、改めて、

RE スタート元年という意味合いでも,ロータリ－

に関する知識や理解もまだよく得られていない若

手の会員も少なくないと思いますので本日は、｢ロ

ータリーの奉仕｣について色々な視点から述べて

みます。 
例会について。 
 例会は奉仕の心を育むためのロータリー情報

を提供し、お互いが切磋琢磨して自己研鑽に励む

貴重な修練の場であり、その運営にあたるものは、

仕事に従事する貴重な時間を割いて出席する会員

に、それに値するものを与える義務があります。

限られた時間の中で、如何に大切な情報を効果的

に与えるかを真剣に考えて実行しなければなりま

せん。会長の時間に始まり、各種の報告事項、さ

らに卓話がすべてロータリー運動の質を高め、会

員に深い感銘を与える内容にしてこそ、はじめて

例会出席の意義が満たされることになります。 
新しい会員のために 
 新しくロータリーに入会した会員のほとんど

は、ロータリーライフに関して多くの不安や疑問

をもっているでしょう。ロータリーを真面目に考

える人ほどその度合いも強い筈です。入会前、ロ

ータリーに対してどんな先入観を持っていてもか

まいません。それは地域社会に対してロータリー

が広報を怠ったこととして、その責任はロータリ

ーが負うべきです。しかし、一旦ロータリークラ

ブの会員になった以上は、正しくロータリーを理

解しなければなりません。会員として推薦される

人は、みんな会社の運営に携わる有為な職業人で

す。 
 会員になった喜びを噛みしめている、緊張感と

素直さを持った入会当初こそ、ロータリーの本質

と奉仕の理想を率直に吸収できる絶好の機会であ

ると思います。 
 ロータリーの本質を正しく理解しないまま例会

を昼食会と思い、いたずらに在籍年数を重ね、次

第に何も感じなくなっていってはいませんか。｢ロ

ータリー通解｣を著した、ガイ･ガンディカー氏は、

ロータリーの精神を真に理解している人をロータ

リアンと呼び、そうでない人をロータリークラブ

の会員として区別しています。 
 ロータリアンは例会を通して自己を改善するこ

とが必要です。例会において、学ぶべきことは、

ロータリーにおける奉仕の心であり、必ずしも定

款や細則の条文を諳じることではありません。ロ

ータリーは規約の中にあるのではなく、規約が制

定されるに至った背景と過程の中にロータリーの

哲学を体験し自分のものとしていくことが大切で、

ロータリアンの心の中にはいつもロータリーの奉

仕の哲学を学ぶ姿勢がなくてはならないのです。 
 ロータリアンの成長には、定年も卒業もありま

せん。ロータリーに入会した限り、人生の真理の

探究につとめ、より高い次元に向かってその内容

の質を高めながら、終生ロータリアンであらねば

なりません。本日は、例会を通して学ぶというこ

とを述べました。  
                                  

By ロータリー情報の時間より 
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委員会報告 
 

社会奉仕委員会:大濱 裕広 委員長 
今年社会奉仕委員会委員長を 1年間、務めさせてい

ただく、大濱でございます。 
越谷ジュニア甲子園大会が 8 月 1 日に開催されるこ

ととなりました。つきましては、本日皆様方宛に 案内

の Fax をお送り致したいと思います。ご参加宜しくお

願い致します。開会式には、松井年度の紺のポロシ

ャツ、ロータリーの帽子に下は動きやすい服装に統

一させていただきますので、宜しくお願い致します。 
 
米山記念奨学委員会：松﨑 義一 委員長 
米山記念奨学委員会、松﨑でございます。1 年間宜

しくお願い致します。 
ハイライトよねやま 196 
・寄付金速報 -2015-2016 年度寄付金 15 億円超 
・海外 7 つ目、スリランカに米山学友会が誕生 
・第 2750 地区に米山学友会が創立 
・熊本地震に学友からの支援が続々 
・モンゴル米山学友会総会が開催 
詳しくは Fax をお送りいたしますので、宜しくお願い

致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員卓話 
 

 
 

稲垣 勝三 会員 
 

「私のロータリーライフ・・入会時の思い出」より 
点滴が取り持つ縁・・・ 
S42 年春、新天地、越谷で商売を始めました。ゼロか

らの出発、喰う為に仕事はかなり頑張りました。しかし

生活のリズムの乱れもあり、体調を崩し、入院を繰り返

すなか最後は越谷の自宅近くで点滴をしてくれるお

医者を確保したら・・・を条件に退院させてもらいまし

た。そのお医者さんが北 RC 第 4 代会長に就任した

ばかりの石川尚さんで、その縁で翌年小林政一さん

の紹介で入会しました。 
ロータリーってなに 
私も理解して入会したわけではなく、ただ何となく地

域の有力者の方々の集まり程度の知識で、商売も始

めたばかりで、やっと飯が喰えるようになったものが入

会して大丈夫か、又初めての土地で地元の方々をほ

とんど知らない状況でしたが、遂に知り合える良い機

会だと思い S.55 年 3 月 21 日に入会しました。 
例会 
当時の例会場は足利銀行北越谷支店の２階で、服

装はスーツ、ワイシャツにネクタイの正装でバッジをつ

けてもらい席に。 
やはり廻りを見ても知らない顔ばかり、しかし何となく

威厳があり、厳格なかんじ。 
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テーブルマスター 
各テーブルにテーブルマスターと称する人がいて、

そのテーブルにいる人たちに対し、目配り、気配り。

私のテーブルには中川修一さん、私に話しかけてく

れました。私も週報を見て早速頂門。アリソン日誌っ

て何ですか。スマイルって何。赤くタスキに SAA の文

字、SAA ってなんですか。サージャント・アット・アー

ムズ（軍曹の腕）の略で頭文字で例会場の会場監督、

会場の秋序を保つために最大の権限を与えられてい

る人と教えられる。 
あっという間に例会が終了、印象として威厳と品格を

感じました。 
今との比較 
今考えてみますと当時威厳と品格を感じたのは服装

だったと思います。“仕事は風でする”という言葉があ

ります。服装は大切だと思います。服装が今のように

なったのは、出席率向上ためで、会社のユニホーム

で、出先にいて、着替に戻る暇がなく、欠席せざるを

得ない。その為ユニホームのままで例会出席してもよ

いということになりました。それがいつしか服装は自由

と思えるようなことになりました派手な T シャツやシャ

ツ、派手なネックレス etc.. 
人間内面も大切ですが、外見も同様に大切です。ロ

ータリアンは紳士たれ！理事会でも一度、話し合って

はどうでしょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

・近藤 慎悟 様ようこそ稲垣会員卓話宜しくお願い

します。                  松井 昭夫 
・近藤様ようこそ。結婚していない私にまで、結婚祝

いを頂き、ありがとうございます。 
       須賀 篤史 

・松井会長、記念品どうもありがとうございました。 
大事に使わせていただきます。 

大熊 正行・本間 孝・渡辺 裕介 
・稲垣さん卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 
  会田 謙二・江口 公晴・鈴木 英男・松﨑 義一 

小林 操・木村 二夫・堀野 眞孝 
・結婚祝い・誕生祝いありがとうございます。   

宮崎 敏博・髙 瑠美子・吉澤 晴雄・佐藤 要 
・本日司会です。宜しくお願い致します。  

                市川 洋和 
・奉仕と親睦に友情を。本日も宜しくお願い致します。                           

新沼 徹 
・今年度も宜しくお願い致します。    関 雄二郎 
・私語を謹み楽しい例会に。        岡崎 勲 
・渡辺会員、会報ご苦労様です。   長谷川 真也 
・世界平和の為に              酒井新樹 
・世界平和の為に、１年間スマイルのご協力宜しくお

願い致します。              大濱 裕広 
 
 

出席報告 
 

会員数            50 名 
出席免除者         14 名 
出席者            35 名 
欠席者            11 名 
出席率            76 % 
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