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「会員卓話」
永井

勝康 会員

広島廿日市ロータリークラブ

団体などに資金提供する形で、たまにご家族を同
伴して現地視察を行うというのが手始めには良い
のではないかと思います。一度しかない人生を皆
さんは何に使われるでしょうか？

◆◆◆

本年度会長方針

例会日／毎週月曜日 12:30 〜 13:30
例会場／広島サンプラザ TEL（082）278-5000
会 長／松野 正信
幹事／上杉 昌幸
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第 966 回

松野

八雲

流川店

2018年１月11日

新年夜間例会

正信

第 967 回

広島サンプラザ

「廿日市ロータリークラブ会員の皆様へ」
崔

話

「パラオ共和国での支援活動について」
広島中央ロータリークラブ 国際奉仕委員長
NPO法人日本パラオ協会 プロジェクトマネージャー
広島国際大学医療栄養学部 教授

尾形

聡 様

（広島中央ロータリークラブ会員）

パラオは日本の南に位置し、大
小250以 上 の 島 々 か ら な る 人 口
２万人の小さな美しい海洋国家で
す。1914年から終戦まで日本が統
治し産業開発・教育などの面で多
大な功績があり、日本人の親族を
もつ人も多いことから大変な親日
国です。パラオは世界10傑に入る肥満大国でもあ
り、糖尿病を中心とした生活習慣病を高率に発症
し、心血管系の病気を合併して早死にするため平
均寿命は約61歳（男性57歳）です。われわれはま
ずJICA（日本国際協力機構）と協力し2005年から
３年かけて学校検診を立ち上げる事業を実施しま
した。しかし健診で異常を示す子供が見つかって
も治療をできる施設や薬剤が不足しており、早期
発見・早期治療よりも、生活習慣病の一次予防の
方が重要であることを認識しました。当時の学校
給食はハンバーガーやホットドックでしたが、そ
こに野菜食を取り入れ、栄養教育を開始させる事
業をパラオ教育省、JICA、ロータリークラブパラ
オ、在パラオ日本大使館などと協力し現在行って
おります。海外での支援は日本で教育を受けた人
は誰でもできることだと思いますが、根気・時間・
資金が必要です。ロータリークラブ財団が行って
いるグローバル補助金にも申請しましたが、予防
よりも患者治療の方が優先であり、１年以内に完
成することなど暗黙のルールがあり昨年落選しま
した。海外支援を自前で実施するには相当な覚悟
が必要ですので、世界で様々な活動を行っている
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インフォーマル・ミーティング
2018 年２月 16 日

リーガロイヤルホテル広島 33 階
レストランシャンボール

2018年１月22日

会長時間

理事会報告

2009－2010学年度ロータリー米山奨学生

4

No.412

ジュエット

2018年２月26日

会長時間

卓

月号

事務局

◆◆◆

「将来（これから）について語り合い、変化に対応しよう！」

第５回カラオケ同好会
広島サンプラザ

1・２

会報

活動報告

第 971 回

2018年

副会長

明福 様

謹んで新春のお慶びを申し上げます。本年もど
うぞよろしくお願い致します。
時が立つのも早いもので、私が広島大学国際交
流グループで勤務し始めてからもう２年になりま
す。その間、主に国際交流や留学生の受け入れな
どの業務を担当しており、これまで約400人前後の
留学生の受け入れ業務を遂行しました。
現在は仕事にも楽しさを覚え、「広島大学日本
語・日本文化特別研修」プログラムにおいては、
しっかりと責任ある仕事を全うし役割を果たして
おります。とは言え、もし、学生時代に、廿日市ロー
タリクラブからのご支援がなかったら、いまの私
もいないと思います。いつも廿日市ロータリクラ
ブには感謝の気持ちでいっぱいです。
昨年末には、廿日市ロータリークラブクリスマ
ス家族夜間例会に参加することもできました。そ
して、会員の皆様からはいつも私を気にかけ暖か
な声をかけてくださり、まるで家族のような接し
方をしていただいております。いつの日か、私も
ロータリーアンになり、会員の皆様から奉仕の理
念を継げることができたらと思っております。そ
れを目標に、今後も少しずつ力を付けていきたい
と思っておりますので、引き続き、ご指導のほど
どうぞよろしくお願いいたします。
最後に、廿日市ロータリークラブ会員の皆様と
ご家族の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申
し上げます。

松本

猛

誕生祝

卓

話

「ふるさと」
折尾

篠笛奏者

第 968 回

広島サンプラザ

節文 様

2018年１月29日

会長時間
会長

松野

正信

今月は職業奉仕月間です。
職業奉仕という言葉は辞書に
載っていないし、ロータリーに入
会して初めて聞く言葉だと思いま
す。
職業奉仕はロータリーの根幹的
な目的と言われています。ロータ
リーのロータリーたる所以は職業奉仕の実践にあ
るとさえ言われています。
職業奉仕の実践をシンプルに言うと「世の為、人
の為にする奉仕の心をもって、自分の職業を営むこ
と」になります。
具体的に解りやすくした判断基準に「４つのテス
ト」があります。
その由来は1932年シカゴＲＣのハーバート・テ
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イラーが倒産寸前の会社を立て直す事になり、まず
は社員全員の意識改革に着手しました。
誰でもいつでも応用できる標語を考え社員一丸
となり、見事に再建し超一流企業までに成長させま
した。
後にハーバート・テイラーはＲＩ会長になった
時、
「４つのテスト」の版権をＲＩに譲渡し、全世
界のロータリアンがこれによって奉仕活動をやっ
て行くように、提唱し現在に至っています。
我々ロータリアンは四六時中、先人の残した「４
つのテスト」を念頭に置いて行動しましょう。

奨学金授与

卓

話

「事業継承の前と後」
二村

一弘 会員

会社紹介
弊社は昭和46年６月に創業し、
今年で48年目を迎えます。創業当
初は小さなプレハブの整備工場で
社長である私の父親と母親でス
タートしました。その後紆余曲折
はありましたが、現在ではパート
さん･アルバイトさん含め社員総数が108名になり
ました。
現在では、安佐南区・安佐北区・佐伯区で、中古
車店を２店舗、マツダ･スズキ･ダイハツ・ジープの
各新車ショールームを５店舗、鈑金塗装２店舗、全
て整備工場の併設で９店舗展開しております。
当社の特徴は、普通のディーラーと違い、軽自
動車からトラックまで幅広く扱っています。発祥
が整備工場ですので、整備に強い会社でもありま
す。販売から板金塗装までほぼ全て自社で行いま
す。お客様のお困りごとは全て対応します。
自己紹介
昭和45年生まれの47歳です。３人兄弟の長男と
して特に不自由もなく現在に至ります。学校を卒
業して、金融機関に就職し、４年間しっかり揉ま
れました。その後、アメリカ車のジープの販売を
立ち上げるということで、平成９年に広島に戻っ
てきました。
会社に入って21年になります。
事業継承の前と後
３年前の５月に事業継承を行いました。
事業継承の準備期間は、約７年間です。
もともと次期の社長として入社してきたというよ
りも、いつかは社長になる、そのために今我武者羅
に仕事や勉強をやらないといけないという強迫観念
にも似た感じで入社後約10年間を過ごしました。
その後、段々と経営に関することを任されて来
ました。
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一番最初に任されたのは、金融機関の対応です。
当社はもともと自己資本比率１桁というとても財
務体質が弱い会社でした。そのため借入金も当時
で約10億円ありました。もちろん金利も莫大払っ
ており、それを一つ一つの借り入れを折衝して、
金利や期間を変更して行きました。
あるとき、資金繰りというものをあまり理解し
ていないまま、ジープの新車を15台在庫で購入し
たところ、資金繰りに詰まってしまいました。親
会社に資金を提供してもらい、何とかなりました
が、これが私がお金に対する思いで、今の貸借対
照表に生かされていると思います。
７年前にある知り合いの業者から、自社株式の
譲渡の話がありました。
今であれば、自社株の評価がゼロだから、息子
である私に譲渡した方が良いと言う内容です。こ
れを当時の父親である社長に話したら、会社を乗っ
取るつもりかと激怒されたのを覚えています。
今振り返れば、そのときは私自身の信用がまだ
まだだったのだと思います。
その後は、店舗運営を任され、採用を任され、
人財育成を任され、一つずつ任されていき、代表
交代の３年ぐらい前からはほぼ社長と同じような
仕事をしていました。
そのときから、父親が創業して45年間育てた会
社を引き継ごうとしているので、それに変わるも
のは私がこの会社を成長発展させることが第一で
すが、それ以外にも退職金と株式譲渡を最大限出
来ることを念頭に経営しました。
おかげさまで代表交代のときは、税務上問題な
い最大の退職金を出せ、株式も譲渡でなく私自身
が買取しました。
株式の買取で一番良かったのが、税金が20％し
かかからず、手元に資金が残せるからです。
代表交代してから、２年間は今までと変わらず
にやって下さいとお願いしました。
会議も社員さんとの対応も、対外的にも今まで
通りでやってもらうつもりでした。
しかし、一年経つか経たないかぐらいから、一
つずつやめていくようになり、現在では、会社の
仕事は一部だけ、会社に出てくるのも月数日だけ
になりました。
どういう心境かはあまり話してくれませんが、
大事に育てた会社をこうやって任せれる会長はあ
らためて凄いし、この引き際がとてもすばらしい
と思います。
これからもしっかり会社を成長発展させ、次の
代、またその次の代に引継ぎ、100年企業になれる
ようにしっかりやって行きたいと思います。

卓

話

62才の時会社を廿日市に移し３年後に例のリーマ
ンショックを体験しましたが、この年に息子は卒業
で１度は他社経験も必要なので本人の希望通りの某
社に入社しました。リーマンショックの悲惨な経験
も３年で元に戻り、息子に後継の話を出しましたが
（考えておく）で２年位待ちましたが、
気が進まない、
今の会社にいるとの話になり、次はＭ＆Ａなので金
融機関に相談して他業種の一社と80％位まで話は進
みましたが、その間にＭ＆Ａの成功例失敗例を聞い
ている内に不況時に本業の方を守るのが圧倒的だと
の話を聞き、不安になりました。
Ｍ＆Ａを一時ストップして取引先にも面識のあ
る社員に任せてはと思い中堅で出来る２人に話を
しました。半年位話をして２人の了解を得て社員
取引先金融機関にも話をして2015年８月に社長専
務２名と私で新しい組織で今日に至っています。
問題もあります。代表権と株の件です。共に連
結しており株価譲渡資金、タイミング等親子での
引き継ぎよりも色々と困難もあります。私の場合
はこの件の解決は今からです。
第 969 回

広島サンプラザ

卓

話

「地域における平和と
音楽活動の広がりに向けて」
松本

音楽監督・指導者

第 970 回

広島サンプラザ

憲治 様

2018年２月19日

会長時間

2018年２月５日

会長

松野

正信

会長時間
会長

松野

正信

今月23日はロータリーの創立記念日です。
113年前ロータリー創始者のポールハリスを含め
４人が初会合をもった日です。23日から１週間を
世界理解と平和週間とされております。そして今
月は平和と紛争予防・紛争解決月間となります。
今日世界中でテロや紛争は頻繁に発生していま
す。紛争で家を追われた難民は6000万人その半数
が18歳未満と言われています。ロータリアンとし
て直視しなければならない数字だと思います。
広島から核開発をしている北朝鮮の平壌と東京
までの直線距離が780㎞と同じ位置にある事実。日
本も決して対岸の火事では済まされないと認識す
る必要があります。
紛争は無関心からはじまり無理解、差別から迫
害と増幅していきます。
紛争解決は高いハードルではありますが、ロー
タリーが定める６つの重点分野の最重要課題なの
で地道に継続しなければなりません。
今週金曜日から平和の祭典オリンピックがはじ
まります。スポーツを通じて平和を考えていきた
いと思います。
また本日は岡本先生による音楽を通じて平和を
考える良い機会を頂きました。よろしくお願いし
ます。

卓

話

「機械設計」
佐伯

敬男 会員

皆さん今日は。今回は機械設計
について、私なりの考え方を話し
てみたいと思います。もちろん一
口に機械といっても大小さまざま
ですが、高機能が入った大型機は
専門のメーカーが製作しています
のでそちらのほうは考えてはおり
ませんが中型機、最近では小型機械も作られてい
ますので私の出る幕はないのですが、それでも企
業の中では機械を使う間にこのようにすればもっ
とよい品物が出来る、あるいは作業する人が楽に
なるとの声が出てきて、その声を企業さんから聞
き作業現場の声を再度聴きながら機械メーカーさ
んには手が届かない隙間産業的な機械を考え設計
して製作しております。もちろん製作といっても
できるだけベースになる機材を使い既製品でない
ものだけを設計し製作するような動きをしており
ますので、いつも既製品と製作したものが精度よ
く機能するかどうか気になる毎日を過ごしており
ますので、今後とも隙間産業的な企業ですがよろ
しくお願いします。

「私の事業承継（一般的に言えば半分失敗の部類でしょう）」
川口

哲司 会員

60才を過ぎた頃より取引先、金融
機関、社員から後継者はどうなり
ますかと言う声が聞こえる様にな
りました。一人息子がいるが理系
に在学中なので一応は継いでくれ
ると思っていると話していました。

誕生祝
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