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本日の出席率７９.４８％：会員数４１名・出席２６名・欠席８名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００.００％：出席２３名・メークアップ１１名・出席規定免除会員出席３名

　こんにちは。 連日猛暑が続いております。 会員皆様には、 体

調管理に注意をして暑い夏を乗り切ってほしいと思っております。

本日のゲスト卓話者は野村証券 （株） 佐世保支店ファイナンシャ

ルコンサルティング課 野島大幹様にお願いをいたしておりま

す。 お忙しいなか時間をつくって頂き有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　次に研修会等に参加しましたので報告をいたします。 ７月２４

日、 第２７４０地区のクラブ奉仕会員増強セミナーが開催され、

岡光正幹事、 池永隆司会員増強特別委員長と出席をしました。

牛島義亮ガバナー補佐、 馬場貴博地区委員の下で、 しっかり

勉強をしてまいりました。 クラブの事業は単年度でありますが、

組織は生き物でありますので、 創立２６年の流れを大事にし、 こ

れからの活動に対し、 戦略計画 （長期計画） をつくり、 事業及

び活動の流れを会員と共に共有するために、 新たな検討委員

会なるものを設置し、 協議していくことが大事であると思います。

会員皆様のご理解ご協力をお願いします。

　

　翌７月２５日は、 佐世保北ロータリークラブに岡光正幹事とメー

キャップをしてきました。 当日は、 牛島義亮ガバナー補佐訪問

もあり、 筆頭カバン持ち前田眞澄さんをはじめ、 福田英彦さん、

竹本慶三さん、 指山康二さんも出席されました。 佐世保北ロー

タリークラブは、 ガバナー補佐の迎え方、 クラブ協議会の内容、

協議会資料等について、 学ぶべきことも多くこれからの運営に

大いに参考になりました。

　また、 地元では７月２５日には教会群世界遺産再推薦のニュー

スもあり、 構成資産の一つである、 黒島天主堂の関係者も喜ん

でいること思います。

１．例会変更
佐世保東南ロータリークラブ
７月２７日（水）休会　定款第６条第１節により

有田ロータリークラブ
８月　２日（火）１２：３０→１８：３０～
場所 ： 龍泉荘　　納涼例会のため

８月１６日（火）休会　定款第６条第１節により

佐世保ロータリークラブ
８月１０日（水）休会　定款第６条第１節により

平戸ロータリークラブ
８月１１日（木）休会　定款第６条第１節により

松浦ロータリークラブ
８月１２日（金）休会　定款第６条第１節により

佐世保北ロータリークラブ
８月１５日（月）休会　定款第６条第１節により

２．来　　信
・国際ロータリーより

ザ ・ ロータリアン　２０１６年８月号

・国際ロータリー日本事務局より
①８月のロータリーレートのおしらせ

　１ドル＝１０２円 （７月 １０２円）

②２０１６年７月のクラブ請求書の送付

・ガバナー事務所
①盆休みのお知らせ

 　８月１１日 （木） ～８月１６日 （火）
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　一方国内では、 ７月２６日は相模原市で常識では考えられな

い障害者施設の事件が発生するなど信じられないことも起こって

おります。 私たちは、 職業を通じて奉仕の理想を追求していき

たいものです。 以上報告と挨拶といたします。

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　  　平尾　幸一　様
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ＳＡＡ：大久保厚司君

次回例会／納涼例会 ８月４日１８：３０～

於いて／海の駅 船番所

野村証券（株）佐世保支店
野島 大幹様
我が国の事業承継の実態は？
　中小企業白書 （２００６年版） によれば、

年間２９万社の廃業のうち、 後継者不在

を第一の理由とする廃業が７万社、 雇用

の喪失は毎年２０万～３５万人に上ると推定されており、 日本経

済を支える中小企業の雇用や技術の喪失といった観点から、

事業承継問題がクローズアップされたいます。 経営者の高齢

化が一層進展していきます。

　これは、 中小零細企業において、 後継者難 （当代限りで事

業を終わらせようとしているケースを含む） が増加していること、

平均寿命上昇や事業継承時期の遅れにより社長在任期間が

長期化していることが原因と考えられます。

　また、 先代経営者と後継者との関係も変化しています。 かつ

ては、 親族内継承が全体の 9 割以上を占めていましたが、 近

年では親族内継承が減少してきており、 親族内での後継者の

確保が困難になってきています。

事業継承対策は早めの取り組みが重要です
　現経営者に対するアンケートでは、 経営者が６０歳代の企業

のうち、後継者が決まっていない企業が約３割に上っています。

また、 後継者候補がいる企業においても、 「後継者に話をして

いない経営者が約２割」、 となかなか後継者とコミュニケーショ

ンがとれていないのが現状です。

　さらにアンケートから、 先代から事業を引き継いだときに苦労

した点として 「経営力の発揮」 を挙げている後継者が多く、 ま

た経営力を引き継ぎための後継者の育成に必要な期間として

５年～１０年はかかると考えている経営者が多数を占めていま

す。

　したがって、 後継者が十分に 「経営力」 を発揮できるよう、

早い段階から計画的に事業承継対策に取り組み、 現経営者が

バックアップすることが非常に重要です。

本日の合計　　　　    11,000 円

本年度の累計　　　 128,000 円

■ ゲスト卓話 ■

佐世保ロータリークラブ　平尾 幸一様
馬場貴博さんに大変お世話になりました。 先週、 韓国から

佐世保に来ている留学生が佐世保中央病院へ救急搬送さ

れ、 非常に重い肝臓の病気で早急な肝臓移植が必要な状

態でした。 翌日、 韓国からご両親が来られ、 韓国に連れ帰っ

て自分たちの肝臓を提供するということになりました。 そこで、

佐世保ロータリークラブの遠田公夫さんに韓国のロータリーク

ラブを通じて探せないでしょうかとお尋ねしたところ、 佐世保

中央ロータリークラブが韓国のクラブと姉妹クラブになってい

るということで、 馬場貴博さんをご紹介いただきました。 馬場

さんを通じて、 通訳の 「こう」 さんと連絡を取らせていただき

ました。 結局、韓国のロータリークラブへ話が行く前に別ルー

トの手配が奏功し、 翌日にはソウルの大学へ転院させること

ができました。 現在、 移植に向けて、 検査と治療が行われ

ているということでした。 佐世保中央ロータリークラブとの固い

絆に感謝し、御礼にお伺いしました。 ありがとうございました。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！２０１６～２０１７年度がスタートして早いもの

で一ヶ月近くがたち７月最後の例会となり、 残り１１ヶ月となり

ました。 まだまだ不慣れですがこれからもよろしお願いいたし

ます。

さて、 本日の例会は野村証券佐世保支店の野島様の卓話

です。 きっと儲かる話が聞けると思いますので、 会員一同楽

しみにしております。

野村 和義君 
平尾先生のご来訪を心より歓迎申し上げます。 先生には亡

き母が大変お世話になりました。 本日は私の子会社、 野村

証券の卓話です。 この先、 任天堂の株価はどうなるのでしょ

うか。

崎元 英伸君
誕生祝、 ありがとうございます。

芥川 圭一郎君
先週、横須賀でありました司令官交代式へ参加してきました。

小泉進次郎氏も参加されていました。

②逸見嘉彦パストガバナーの訃報のお知らせ

３．依頼・伝達
　　 ・ 次回、 ８月４日の例会は海の駅船番所で納涼例会です。

　　　新港ターミナルに５時１５分迄に集合してください。

井上 亮２０１６～１７年度中央会幹事

２０１６～１７年度中央会新役員　会長 西村 浩輝、 幹事 井上 

亮、 筆頭副幹事 池永 隆司、 平副幹事 本田 実。

予定 ：第１回　９／１８　

　　　　第２回１０／３０

　　　　第３回１１／２６～２７ 遠征ゴルフ

　　　　第４回北クラブ北斗会との対抗戦

　　　　第５回４月　第６回５月か６月取り切り戦

中小企業を取り巻く事業承継の現状と
  計画的な事業承継対策の必要性
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