
国際ロータリー第 2550 地区

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報
会 長：大島三千三 幹 事：秋葉秀樹
事務局：株式会社 帝都

代表取締役 秋葉秀樹
〒325-0051 那須塩原市豊町13-9
TEL:0287-62-3131・FAX:0287-62-5455
E-mail:hideki_akiba@akibacorp.com

例 会：国民の祝日を含まない週の水曜日
12:30 – 13:30

割烹石山 那須塩原市本町 5-5

第2899回 大島年度 第10回 会報 2020 09-30 司会 井出法 君

欠席の場合は前日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子）
メール qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp

出席報告 出席委員会 髙木慶一君（出席規定の免除会員数7名）

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率

本日（9月30日） 37(7） 31(5) 6(2) 89.0%

前回（9月16日） 37(7） 32(6) 5(1) 91.7% 4 100%

国際ロータリー会長：ホルガー・クナーク
第 2550地区ガバナー： 森本敬三
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142

宇都宮グランドホテル内
TEL：028-651-2550
FAX：028-651-2551
E-mail: m2550@agate.plala.or.jp
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会長挨拶 大島三千三会長

幹事報告 秋葉秀樹幹事

皆さんこんにちは、お彼岸に合わせるよう
に田んぼのあぜ道に真っ赤な彼岸花が最盛期
を迎えました。暑さ寒さも彼岸までのことわ
ざ通り、昨日の朝の気温は11度でした。いつ
の間にか上着が必要となり、季節の移り変わ
りの早さを感じます。体調管理に気をつけて
ください。

先週の事です、珍しい出来事に遭遇しまし
た。交差点で信号待ちをしていると、「コト
ン」と音がしたので、道路をよく見るとクル
ミの様な物が落ちていました。どこから飛ん
できたのかと空を見上げると、信号機の上に
カラスが一羽とまっていました。テレビなど
でカラスの奇妙な行動は見ますが、実際に目
の前でカラスがクルミを路上に落とす光景を
初めて見ました。信号機の上から路上に落と
しクルミを割る、割れなければ車に踏み潰し
て割ってもらう、この様な事を考えられるこ
とに驚きました。どうやってこの知恵を習得
したのか不思議です。先人ならぬ先輩カラス
の行動を見て覚えたのか、何度も努力挑戦の
積み重ねの結果覚えたものなのか、動物の本
能なのか・・・偶然にも遭遇したカラスの行
動に感心させられました。

私たち人間も先人の知恵、教訓を生かしコ
ロナに負けない！強い社会を築いていきま
しょう。

本日の例会の中で定款細則の一部変更案が
あります。ご検討宜しくお願い致します。

• 第1条（定義） 4.定足数の(3分の1)を
（過半数）に変更

• 第5条（会合） 例会・理事会のオンライ
ン開催を追加

• 第6条（採択の方法） 現7条から移動
• 第7条（会員の種類） 現11条から移動し、

第3節に療養会員を新規追加し、第1・2・
4節の順位置を変更

• 第8条（入会金及び会費） 現6条から移
動し第3節を新規追加

• 第9条（委員会） 現8条から移動し第1節、
2節を分離、第3節に「委員会とその主な
任務は次の通りである。」を新規追記

上記9月30日付で承認採択され、施行されま
した。

定款細則の変更

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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委員会報告 植竹一裕副会長

 職業奉仕委員会 稲垣政一委員長

職業奉仕委員会の稲垣です。昨年、実施し
ました優秀従業員表彰へは、多数の事業所様
から申し込みいただき有難うございました。
大変好評であったことと、現況コロナ禍で職
場訪問は難しいことから、本年度も優秀業員
表彰を実施したいと思います。
つきましては、お配りしたお手元の申込書

を確認頂き、昨年に引き続き、申し込みよろ
しくお願いいたします。
以上、職業奉仕委員会からの報告でした。

 親睦委員会 片田航介委員長

 第10回幹事報告
• 2019-20年度地区大会表彰について案内が

届きました。当クラブは2019～20年度の
ガバナー賞となりました。

• 2019‐20年度地区資金収支報告が届いて
おります。

• 10月7日（水）17時30分より理事役員会を
開催しますのでご参加よろしくお願いい
たします。

親睦委員会の片田です。本日は2点ご連絡
がございます。

1点目は、本日会場の前にお米の箱が置か
れていますが、今年度の結婚記念日及び誕生
日の記念品になります。今年は澤田会員にご
協力をいただき、令和2年度産の新米のコシ
ヒカリになります。お帰りの際に忘れずにお
持ち帰りください。忘れていかれてしまうと
困ってしまいますので、どうかお忘れなくお
願い致します。

2点目は来週の例会の件です。来週は夜間
例会となり観月会を予定しております。本日
までに出欠の名簿を回覧させていただいてお
りますが、ご変更などが発生した場合は、10
月5日までにご連絡ください。点鐘は18時半、
開宴は19時を予定しております。

 青少年奉仕委員会 鈴木隆子委員長

青少年奉仕委員会よりご報告いたします。9
月25日に第1回インターアクト合同会議が
ZOOMで行われました。黒磯高校の顧問の須藤
先生も参加してくださいました。第24回イン
ターアクト年次大会の報告をホスト校の足利
大附属高等学校からございましたが、2021年
第25回インターアクト年次大会のホスト校に
つきまして、設立順でいきますと黒磯高校に
なりますとの事でした。今年度、春の新入生
勧誘がコロナウィルスの影響もありうまくい
きませず、現在部員は2年生の2人だけですの
で、来年の年次大会につきまして今後要相談
となっております。

また、10月24日国際ロータリー2550地区大
会につきましては、インターアクターの参加
はなしとのことでした。

 雑誌委員会 永山三芳委員長
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ニコニコボックス委員会 小野安正会員

村山茂会員

実りの秋、食べ物が美味しい季節。
ただコロナが。

澤田吉夫会員

今年も収穫作業終了。
前田貴宏会員

連休に茶臼岳、朝日岳に登りました。
リンドウがきれいに咲いてました。

卓話 スマイルボックス委員会
前田貴宏委員長

皆様こんにちは、スマイルボックス委員長
を務めさせて頂いております前田です。本日
は、スマイルボックス委員会による卓話とな
ります。よろしくお願いします。スマイル
ボックス委員会は、私と副委員長に鈴木隆子
さん、委員に小野安正さん、檜山達郎さんの
計4名で活動しています。

クラブの対外的奉仕活動の資金として活用
されますスマイルボックスへのご理解を頂き、
会員一人当たりの目標金額にご協力をお願い
します。年間２回程度、各会員の皆様に達成
状況をお知らせします。

会員の皆様のお祝い事等をスマイルボック
スを通して、喜びを分かち合い会員間の友好
と親睦を深めていきたいと思います。これか
らもどうぞよろしくお願い致します。
本日の卓話は、事業承継対策についてお話

したいと思います。

◆事業承継の動向
中小企業の事業承継の現状を実態調査する

と、後継者問題の厳しい現状と課題が見えて
きます。

事業承継に関する課題は、人であったり、
お金や法律等様々な範囲に及んでいます。特
に、経営者の高齢化について、中小企業にお
ける経営者年齢の分布のピークは66歳、平均
引退年齢は67歳を超えています。以前までは、
中小企業の事業承継といえば、経営者の子供
や親族が引き継ぐことが殆どでしたが、経営
者が無理に継がせないことや子供が家業に魅
力を感じない、先行き不透明だ等の理由から
近年は事業を継がない子供が増えています。

このような現状から、70代、80代の経営者
でも半数以上の企業は、事業承継の準備を終
えていません。後継者の選定、株式や事業用
資産の整理が終わっていない企業が多くあり
ます。それは、具体的な計画を策定し検討し
ていないため、事業承継が先送りになってい
ると思われます。後継者育成には一般的に5
年以上の時間を要するため、まずは後継者候
補の選定が重要です。

◆事業承継の概要
事業承継の3要素として、「人的承継」…

経営権や後継者教育等 「資産承継」…株式、
事業用資産、許可証等 「知的資産継承」
（目に見えない経営資源）…経営理念、経営
者の信用、取引先との人脈、従業員の技術等
があります。

事業承継の選択肢として、継ぐ→①親族内
承継…相続や贈与で親族に事業承継した場合、
後継者が税金を支払わなければならないとい
う課題があります。②親族外承継…会社の役

本日、ロータリーの友に関するアンケート
を配布させていただきました。お帰りまでに
回答をいただける方は、私か出入口のテーブ
ルに置いておいて下さい。本日、回答出来な
い方は、次回、永山までお願いします。

もう一点連絡があります。本日ロータリー
の友をレターボックスに入れさせていただき
ました。お帰りの際には、お持ち帰り下さる
ようお願い致します。

 石山桂子会員

亡き母の告別式に際し、皆さまよりご厚志
を賜り、ありがとうございました。母の半生
はロータリーと共にありました。皆様には大
変お世話になり、ありがとうございました。
重ねて御礼申し上げます。



次回例会 令和2年10月7日 18時30分点鐘 観月会

9月30日欠席(敬称略)
黒澤洋一・北畠大輔・髙木茂・戸野俊介
荒井昌一・泉道夫

前回9月16日分メークアップ(敬称略)
小野安正・片田航介・藤﨑善隆・澤田吉夫

会報委員会：藤﨑善隆・稲垣政一・髙木茂・田中徹・相馬征志

近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日

〇火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○木曜日 大田原/ホテル花月 0287-54-1105

○木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165 ○金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105
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員や従業員等が、事業承継する場合は、経営
者から会社の株式を買い取るケースが殆どで
す。株式買い取りの資金調達が課題となりま
す。売る→③Ｍ＆Ａによる事業承継…親族や
社内に後継者候補がいない場合は、Ｍ＆Ａに
よって後継者問題を解決する方法があります。
Ｍ＆Ａの場合、事業も残せ、従業員の雇用も
守られます。いかに魅力ある会社にするかが
課題です。そのためには、時間をかけて企業
価値を高めておく必要があります。

◆株式の継承方法
事業承継対策を幾つかご紹介します。
① 譲渡…後継者が資金調達を行い、オー

ナーから株式を買い取る。
② 暦年贈与…オーナーから後継者へ株式の

贈与を行う。長期間計画的に活用するこ
とで効果を得る。

③ 相続時精算課税贈与…子供に株式贈与を
して継いでもらいたいが、子供には贈与
税を支払えるお金がない。→納税猶予制
度（特例措置）を活用した事業承継対策。

④ 法人への集約…後継者が承継する前に、
まずは元役員の親族（相続人）の相続に
より社外に分散してしまった株式を集約
して準備しておきたい。→金庫株を活用
した事業承継対策。

⑤ 持株会の活用…結束力強化と更なる成長
に向けて、後継者と従業員が一丸となっ
て事業を継続してほしい。→持株会を活
用した事業承継対策。

⑥ 自社株買い…Ｍ＆Ａで売却するよりも、
事業を熟知した自社の有能な役員に継い
でもらいたい。→ＭＢＯを活用した事業
承継対策。

以上のように、高齢化が進んでいる中、事
業承継の準備を進めなければならない状況で
す。事業承継の手順に従い、それぞれの方法
に合わせて、対策を実行することが必要です。
事業承継の取組み実行に際しては、顧問の税
理士、会計士、司法書士、弁護士の他各専門
家にご相談下さい。本日はありがとうござい
ました。
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