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事業継続が可能なのに後継者がいない

■点鐘

廃業を予定していると回答した中⼩企業のうち、40%を
超える企業が「今後10年間の事業の将来性について、
事業の維持・成⻑が可能」と回答。事業継続ができるにも
関わらず、後継者の確保が出来ずに廃業を選択せざるを得

■国歌斉唱「君が代」

ない状況に陥っている。廃業になると、これまで事業運営
で培った貴重な経営資源が失われる。

政府は、事業承継問題や2025年問題の対策として、相続税
や贈与税で優遇が受けられる事業承継税制や、後継者がいな
い企業向けに第三者承継を⽀援する政策などを展開している。

■ロータリーソング
「それでこぞロータリー」
( ソングリーダー

2.事業承継には5年~10年かかる

古田哲朗 )

経営者の平均引退年齢は70歳前後。後継者の育成期間を踏
まえると60歳ごろには事業承継の準備をスタートしたいと

会社としてこれからも存続

ころ。

できるにも関わらず、
事業承継の進め⽅、実情に

相談機関

対する認識が不⾜しており、
事業承継への着⼿を先送りし

■ポール・ハリス・フェロー表彰

たために後継者を確保できな
後継者の育成期間を考えれば、
事業承継には5年〜10年を要するものと考えられている。

3.事業承継の種類

ポール・ハリス・フェロー
福井 学

⺠間機関

税理⼠事務所・⾦融機関・弁護⼠事務所
M&A事業者 など

公的機関

事業引継ぎ⽀援センター・商⼯会議所など

かったケースもある。

経営者の在任期間の現経営者と先代経営者の関係

・親族内承継

君

・親族外継承（社員等）

株式譲渡

・第三者承継（Ｍ＆Ａ）

事業譲渡
吸収合併・吸収分割
など

M&A（エムアンドエー、Mergers
は、企業の合併や買収の総称

合併

and Acquisitions

買収

）
出典: 中⼩企業庁委託「中⼩企業の資⾦調達に関する調査」
(2015年12⽉ みずほ総合研究所㈱) (再編・加⼯)

■来訪者紹介
（２）従業員等への承継
①親族内だけでなく、会社の内外から広く候補者を求めること

①⼀般的に、内外の関係者から⼼情的に受け⼊れられやすい。

米山奨学生

メリット

②後継者を早期に決定し、後継者教育等のための⻑期の

ティティコンサコルウオング，サクピ

を有していることが重要となるが、適任者がいないおそれがあ

所有と経営の分離を回避できる可能性が⾼い。

る。

①親族内に、経営の資質と意欲を併せ持つ後継者候補がいる
とは限らない。
デメリット

②特に社内で⻑期間勤務している従業員に承継する場合は、
①親族内承継の場合以上に、後継者候補が経営への強い意志

③相続等により財産や株式を後継者に移転できるため、

シット君

ができる。

経営の⼀体性を保ちやすい。

メリット 準備期間を確保することも可能。

②相続⼈が複数いる場合、後継者の決定・経営権の集中が難し

デメリット

②後継者候補に株式取得等の資⾦⼒が無い場合が多い。
③個⼈債務保証の引き継ぎ等に問題が多い。

い。（後継者以外の相続⼈への配慮が必要）

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

（３）Ｍ＆Ａ
①⾝近に後継者に適任な者がいない場合でも、広く候補者を
メリット

「事業承継」

外部に求めることができる。
②現経営者が会社売却の利益を獲得できる。
①希望の条件（従業員の雇⽤、価格等）を満たす買い⼿を

デメリット

⾒つけるのが難しい。
②経営の⼀体性を保つのが困難である。

1.2025年問題と事業承継

会⻑の時間

2025年問題とは、⽇本が超⾼齢社会に⾄ることで⽣じる
さまざまな問題のことです。2025年問題は、医療・介護・

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

年⾦だけでなく、中⼩企業の事業承継にとっても深刻な影

「 事業承継 」

響を与えると考えられています。
2025年には多くの中⼩企業経営者が60代から70代を迎
2021年11⽉24⽇

会⻑ 吉⽥

嘉昭

えます。中⼩企業経営者の平均引退年齢が60代後半から70
なだけでなく、⽇本経済⾃体にとっても⼤きな影響を与え
ると考えられます。

2025年問題では経営者が70歳以上の企業が約245万

■一般

代であるため、2025年問題は多くの中⼩企業にとって深刻

１）特定非営利活動法人

チャイルドからのあいさつ。

経営者⾼齢化の背景に後継者不⾜

新しいチャイルド シャーリン グティエレスさん（フィリピン）

社まで増加し、そのうちの約127万社が後継者不在に
よる廃業・倒産の危機に直⾯するであろうと予測

もし、この事業承継問題に何の対策も講じられず127

チャイルド・ファンド・ジャパンより、

親愛なる熊本東南ロータリークラブの皆様

万社が廃業となれば、約650万⼈の雇⽤が失われて約
22兆円ものGDPが消失するという⼤変な経済的損失
を被ることになる。

こんにちは。私はシャーリン グティエレス、７歳です。スポ

−１−

ンサーの皆さんにお手紙できることを嬉しく思います。私は大き
くなったら、子どもたちに教えられるような先生になりたいと

■スマイル
（親睦・スマイル担当

思っています。

草村安宏）

◎白木誠一 10,000 円
次男 綾二に、男の孫が生まれました。名前は、海翔（カ
イト）とつけたそうです。そして生まれた日は１０月
２０日で、私の長男の命日でした。これからは、暗い
命日が毎年明るくなるようです。

私を支援してくださりありがとうございます。コロナウイルスに
十分お気をつけてください。
チャイルドのシャーリン グティエレス
■クラブより

◎出先教明 7,000 円
久しぶりのホームクラブの例会です。コンペの賞金を
スマイルします。夫婦の誕生日プレゼント、結婚記念
のプレゼント、ありがとうございました。

１）
第５回定例理事会報告。
■今後の行事
熊本第 3 グループ

熊本県
熊本ホテルキャッスル
ＩＭ
熊本市
2021 11 月 26（金）
出先教明、福井学、松本繁、松岡泰光、沼田敏雄、内田信行、

◎潮谷愛一 5,000 円
誕生日祝いと、先週 R 情報で、昔の日本人は勤勉、誠実、
謙虚だったと言いたかったのです。今は？

吉田嘉昭、山田公也

■委員会報告
（青少年奉仕担当

◎吉田嘉昭 3,000 円
結婚記念日のお花ありがとうございます。30 年になり
ました。

宮川義行）

1 １月１８日、アクト第２例会が中央
公民館で開催されました。今回は熊本
南ＲＡＣとの合同例会でした。参加者

◎杉本整哉 2,000 円
やがて 12 月ですね。皆様、健康にお気をつけ下さい。

は、櫻井会長、宮田会員、田上会員、熊本南ＲＡＣから３名と私
の７名でした。
自分の仕事をクイズにして覚えてもらうゲームと今後のアクトの
交流について話し合いました。各クラブが会員減少という課題を
抱えている中で、合同例会のように他のクラブのアクトの仲間と

◎宮川義行 1,000 円
１１月２０日（土）大分のイベント会場とオンライン

共に活動しながら会員増強のヒントをつかめたらいいなと思って
います。
１人１人まじめにアクト活動に取り組んでいます。少しずつ会員
増強につながると思います。古庄会員、社員の方のご紹介ありが
とうございます。３０日に櫻井会長と一緒にお伺いさせていただ
きます。松田会員も紹介ありがとうございます。サク君もアクト
活動参加ありがとうございます。皆さんのおかげで少しずつ会員
増強の成果がでています。これからも宜しくお願いします。

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成 )
月日

会員数 出席者数

43
11 月 10 日 （免 1）
29
41
43
31
11 月 24 日 （免 2）
41 （Zoom5）
☆出席免除
11 月 10 日

佐野

11 月 24 日

住江正治

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

2

31

73.81

■ロータリー財団委員会卓話
（ロータリー財団委員長 古田哲朗 )

75.61

茂

ロータリー財団

２０２１．１１．２４
古⽥哲朗

島村徹男

☆欠席者
11 月 10 日（11 名）
堀内健太郎 川崎直樹
小野川善久 中島祐爾
矢野敬之
吉永陽三

を結んで、職業奉仕ＷＥＢセミナーが開催されました。
古田会員の司会で、HI ヒロセの広瀬会員、いいちこの
和田会員、森からし蓮根の森会員、７名の方による企
業理念発表が行われました。沼田会員、潮谷会員もありがとうござい
ました。前日の準備の時から緊張しっぱなしのパルコの木下部門長が
夜の反省会で「終わった。良かった。
」をくり返し、企業理念の初の
発表会を企画した重厚に苦しんでいたのを尻目に、全然落ち着いてい
たのは古田会員でした。セミナーが終わって、反省会会場の小郡まで
下の道を４時間半近く走り、反省会の後は高速で、熊本に帰ったのは
１１時過ぎていました。古田会員とはいっぱい話ができたのは良い思
い出になりました。

本⽇の内容

①ロータリー財団の定義

①ロータリー財団の定義

ロータリークラブおよび地区を通じて実施される，承認された⼈道的及び教
育的活動の⽀援のために寄付を受け付け，資⾦を配分する⾮営利団体

②ロータリー財団の使命

松尾 浩
潮谷愛一 堤 勝也
白石 繁

③ちょっとだけ歴史
④基礎知識（寄付）
⑤基礎知識（補助⾦）

武末直大

⑥ロータリー財団管理委員⻑からのメッセージ
⑦当クラブの寄付状況
⑧最後に

−２−

（２０１１年９⽉の管理委員会で定義が再確認されている）
↓
ロータリー財団がロータリーの理念に沿わない活動をすることはない

②ロータリー財団の使命
○国際ロータリーの使命
職業⼈と地域社会のリーダーのネットワークを通じて，⼈びとに奉仕し，
⾼潔さを奨励し，世界理解，親善，平和を推進すること
（ロータリー章典２６．０１０．１）

②ロータリー財団の使命
○ロータリー財団のビジョンステートメント
「私たちは，世界で，地域社会で，そして⾃分⾃⾝の中で，持続可能な良い
変化を⽣むために，⼈びとが⼿を取り合って⾏動する世界を⽬指していま
す」
（２０１７年９⽉管理委員会会合，決定１２号）

○ロータリー財団の使命
ロータリアンが，健康状態を改善し，教育への⽀援を⾼め，貧困を救済す
ることを通じて，世界理解，親善，平和を達成できるようにすること
（ロータリー財団章典１０．０２０．）

○ロータリー財団の標語
「世界でよいことをしよう」（Doing Good in the World）

③ちょっとだけ歴史

④基礎知識（寄付）

ロータリー財団は，１９１７年，アトランタの国際⼤会で，アーチ・クラン
フが「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野でよりよいこと
をするために基⾦をつくろう」と提案したことに始まっている。

○５種類の寄付

１９２８年，ミネアポリス国際⼤会で，ロータリー財団と名付けられた
１９４７年１⽉２７⽇ポール・ハリス死去。多額の寄付⾦集まる
１９４８年最初の財団プログラム（⾼等研究奨学⾦）実施
〜最初のロータリー国際親善奨学⽣
⽇本で最初のロータリー国際親善奨学⽣は１９５０年清⽔⻑⼀⽒，２⼈⽬は，
１９５１年緒⽅貞⼦⽒である。
※ロータリー財団は，奨学⾦プログラムを契機に発展した。

渡邉俊一郎 新会員の紹介（内田信行会員）

①年次基⾦
〜３年後に地区活動資⾦（ＤＤＦ）として地区に４７．５％戻ってくる
②恒久基⾦
〜元⾦には⼿をつけず，運⽤益のみを使⽤する
③ポリオプラス基⾦
④使途指定寄附
⑤⼤⼝寄付

④基礎知識（寄付）

⑤基礎知識（補助⾦）

○年次基⾦

○３つの補助⾦

ポール・ハリス・フェロー（個⼈で１０００ドル以上の寄付者）
マルチプル・ポールハリス・フェロー（累積２０００ドルを超える寄付者）
〜１０００ドル寄付が増えるごとに表彰される
○恒久基⾦
ベネファクター（後援者）（個⼈で１０００ドル以上の寄付者）

松尾 浩 新会員

渡邉俊一郎 新会員

乾杯（山田公也 会長エレクト）

①地区補助⾦（ＤＧ）
地元や海外の奉仕プロジェクト
職業研修チーム（ＶＴＴ）
奨学⾦
②グローバル補助⾦（ＧＧ）
⼈道的プロジェクト
奨学⾦
職業研修（ＶＴＴ）
③災害救援補助⾦（新型コロナ関連の活動には利⽤できない）

⑤基礎知識（補助⾦）
○当クラブ

⑥ロータリー財団管理委員⻑からの
メッセージ
ＪＯＨＮ Ｆ．ＧＥＲＭ

①地区補助⾦

閉会（中島祐爾 副会長）
----------------------------------------------------------------------------------------------学友、アメリカでガバナーになる
投稿日 : 11 月 22, 2021

ロータリー財団は「ロータリーの⼼臓」です

施設にいる新⾼校１年⽣に対する⾃転⾞の寄付

⼤切なのはお⾦ではなく，そのお⾦で何ができるかが重要です。
「私は世界を変えることはできないが，⽔⾯に⽯を投じて多くの波紋を広げ
ることができる」（マザーテレサの名⾔）

②グローバル補助⾦（ＧＧ）
奨学⽣川原さん

財団こそがこの⽯なのです。この⽯を投じて，⼼と頭を使って，さざ波から
⼤きな波を起こしていきましょう。

⑦当クラブの寄付状況

⑧最後に

山梨県出身のロータリー学友・中曽根牧子氏（アメリカ・グレンデー
ルＲＣ）が 2023 − 24 年度第 5280 地区（アメリカ・カリフォル
ニア州）のガバナーに選出されました。今回、スポンサー地区の
第 2620 地区のロータリー財団学友会がインタビュー。その一部
を抜粋して紹介します。

ロータリーの⼼臓であるロータリー財団に寄付することで，⽯を投じて⼤き
な波をみんなで作っていくことが⼤切

○活動計画書の５２〜５３⾴
①昨年度 １４，２３１．２０ドル
②累計 ３０２，６２６．９１ドル
○マルチプルポールハリスフェロー
鈴⽊義親会員，島村徹男会員，松本繁会員，志賀重⼈会員，沼⽥敏雄会員，⽩⽊誠⼀会員
○ポールハリスフェロー
松本⼀也会員，古庄浩⼆会員，佐野茂会員，⼩畑成司会員，吉⽥嘉昭会員，宮川義⾏会員
村瀬直久会員，塩⾕愛⼀会員，内⽥信⾏会員，住江正治会員
○ベネファクター

「世界でよいことをしよう」
（Doing Good in the World）

内⽥信⾏会員

■点鐘
（編集者

沼田敏雄 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------直前会長＆直前幹事慰労会および新会員歓迎会の模様
令和３年１１月２４日（水）１８：３０〜 「瑞恵」

開会（草村安宏親睦・スマイル委員長）

松本一也

直前会長

吉田嘉昭

福井

学

会長挨拶

直前幹事

ロータリー国際親善奨学生への応募のきっかけ
本格的に留学したいと思うよう
になったのは、高校時代にアメ
リカ・サウスダコタ州に 1 年間
留学したことがきっかけです。
「外国語を習得するには少なくと
も１年間その国へ行き、その国
の四季を体感することが大切で
ある」と感じたことが始まりで
した。そこで、東京外国語大学ドイツ語科在学中、政府の奨学金
に応募したのですが落選。どうしようかと思っていたところ、先
輩からロータリーの奨学金について教えていただきました。それ
まで、私にとってロータリーの印象は、地元の名士ばかりが所属
する、とても敷居の高いところ。ロータリーとは全く関係のなかっ
た私が交流の機会を持つことはないものと思っていました。です
から先輩から教えていただいた時に、ぜひ受けたいと思い、応募
したことがロータリーとのご縁の始まりです。
地元ロータリークラブへの入会について
私は結婚してからも子どもが生まれるまでがむしゃらに、1 日に
16 〜 17 時間くらい働いていました。それから子どもを育て、日
本勤務を経て、アメリカに帰ってきてから学習センター（塾）を
始めることになりました。その間も、ロータリーに留学の機会を
いただいたことにずっと感謝していました。その気持ちはいつも
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頭の片隅にあったのですが、まず自分のキャリアを積み、子ども
を育てる時間が必要だったので、ロータリーへの入会というとこ
ろまではいかなかったのです。ただ、学習センターを設立するに
当たって、地元の地域社会に入っていかなくてはいけない、と。
その一策として、何か奉仕クラブに入りなさいと言われた時に、
迷わずロータリーを選びました。恩返しをするという気持ちもす
ごくありました。今の私が行っていることは全てロータリーに恩
返しをする、ということです。もちろん地元とかアメリカの社会
全体に恩返しをするということもありますが、2004 年にロータ
リーに入会して以来、私なりに恩返しをさせてもらっているつも
りです。
ロータリークラブへの期待という意味では、ネットワークづくり
の場ではありますが、学習センターを始めたから何とか軌道に乗
せなくてはいけない、というプレッシャーばかりで、はじめはあ
まり何かを期待するということはなかったですね。入会前、子ど
もたちが通っていた幼稚園や小学校のＰＴＡ活動を活発にしてい
ましたので、アメリカ人の奉仕活動がどういうものかということ
を少なからず理解していたつもりです。だから、ロータリーは具
体的にこういう奉仕をするんだなと思いました。全く知らない人
のために、困っている人のために何かを提供したいとか、尽くし
てあげたい、生活が良くなるようにしてあげる。キーポイントは、
友達や親戚や知っている人ではなくて、全く知らない人のために
奉仕活動をする、ということ。素晴らしいなと感じました。日本
人にはなかなかしにくいことだと思っています。それはすごく偉
いなと思っています。
2023-24 年度ガバナーへの選出
アメリカでは女性会員の比率は高く、私の所属する第 5280 地区
は 36% です。確かにこの世の中、半分は女性ですから、それから
考えると少ないですが、ＲＩの世界平均、あるいは日本と比べる
とはるかに高いのです。さらにガバナーに関しては、私がガバナー
になる年度を含めて 5 人続けて女性がガバナーです。女性をガバ
ナーにし続けていいのか、と皆思っていたところ、5 人目のガバナー
も女性を選んでしまったんですね。既に４人も続けて女性が選出
されている中で選んでいただいた、ということを見れば、性別に
かかわらずしっかりと審査して選んでいるのではないかと思います。
今回、私が初めての立候補でガバナーに選出されたのは、新クラ
ブ創設委員長という役職をいただき、新しいクラブを一つ、衛星
クラブを三つ設立し、約 60 人の新会員を地区に迎えることができ
たことなどが評価されたのだと思います。2012 − 13 年度のＲＩ
会長の田中作次さんの通訳をするなど、他にも理由はあると思い
ますが、現在、会員増強というのが最重要課題となっているので、
多分、それが一番評価されたのかなと思っています。
ガバナーに就任したら、田中元ＲＩ会長が推進した当時のテーマ
「PEACE THROUGH SERVICE（奉仕を通じて平和を）
」のガバナー
バージョンとして、アメリカ国内への奉仕活動、これを地区規模で
大々的に行いたいと考えています。それから、もう一つは「ＤＥ
Ｉ（多様性・公平性・インクルージョン）」。私もアメリカではマ
イノリティーですが、日系アメリカ人一世の方々のおかげで、勤
勉で正直という認識が広がり、私自身差別を受けたという経験は
１回しかありません。その差別も今から思うと勘違いかもしれま
せんが、例えば、銀行で日本人だからといって口座が作れないとか、
そういうあからさまなものは経験したことが幸いにもないのです。
でも、今のアメリカではアジア系の女性が、路上で後ろから突き
飛ばされるといった事件が幾つも起こっている。そういう意味で、
まずはロータリアンの中から自分たちの在り方を振り返りたいと
思います。無意識の差別というのはまだあると思っています。そ
こにもう少し焦点を当て、是正するようなしっかりとしたプログ

ラムを立てて取り組みたいと考えています。また、私は日本の第
2620 地区の出身ですから、地区同士の友好関係を、さらに深めて
いけたら良いと強く願っています。
最近の社会の変化とロータリークラブについて
私がロータリアンになったのは 40 代の後半で、50 歳の時にクラ
ブ会長になりました。その前は、キャリアと子育てで精いっぱい
で気持ちのゆとりもなかったのですが、人は誰しも自分を振り返っ
てみる時期があるべきだと思います。私のように自分の体一つで
事業をしたりとか、キャリアを積みたいといった時には、一つの
ことに没頭する時期も必要です。ただ、そうはいってもやっぱり
テイク（Take）だけじゃいけないと。ある時期がくれば恩返しし
なくちゃいけないと、私はすごく思います。人間として。直接支
援してくださった方に対してでなくてもいいけれども、誰かに恩
返しをする。それが大切なことではないかと。
約 10 年前に創立した東京米山友愛ＲＣは、米山奨学生だった人
たちを中心に創立したと聞きました。いわば米山学友会から出て
きたクラブという感じですね。そのクラブが、数年後にＥクラブ
をつくりました。その二つは親子みたいな感じなんですけれども、
東京米山友愛ＲＣと東京米山ロータリーＥクラブ 2750 が手に手
をとって、ものすごく活発に奉仕活動をしています。日本にもそ
ういう例があるので、皆さんもぜひ考えてほしいなと思います。
実は今、地区で新クラブ創設委員長と学友会委員長をしているの
です。私のガバナー年度末までには、学友会中心のロータリーク
ラブをつくりたいです。
最後に、第 2620 地区パストガバナーで、現・髙野孫左ヱ門さんの
言葉を紹介します。「ロータリーって、差し上げるよりいただく方
がずっと多いんですよ」と。自分がお金を寄付をしたり、奉仕を
したりするんだけども、でもね、もらうものが多いんだと。17 年間、
ロータリーの会員になっていて、私も本当にそうだな、と思います。
他のロータリアンの友人と一緒に奉仕をする中で、人間としてす
ごく成長できたなって思います。もちろん指導者としても成長さ
せてもらえたな、とすごく思います。
学友へメッセージ
今じゃなくてもいいですから、いつかロータリアンになってくだ
さい。ロータリーとコミュニティーに恩返しをしてあげてくださ
い。それだけです。
（本稿は『ロータリーの友』誌 10 月号に掲載されたものです。
）
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