
が掲載され、「全てのロータリークラブだけでな
く、全てのロータリアンへメッセージ」を伝え
る手段として創刊されたもので、これは今でも
世界中のロータリアンを結び付ける、唯一のコ
ミュニケーション手段としての使命を果たし続け
ております。
 「THE ROTARIAN」は現在英語のRI公式雑誌
として約50万部発行されています。日本では
「ロータリーの友」が1980年7月、RI認定地域
雑誌となり購読されております。
　この地域雑誌として認定を受ける為には、10
項目の基準をクリアーしなければならないばか
りか出版物の認定承認申請が必要です。RI理事
会の承認を得て初めて、ロータリー地域雑誌と
しての免許を受け発刊出来ますが、その後 5 年
ごとの再認定が義務付けられております。
　現在、世界中に公式認定地域雑誌が32誌あ
り、「THE ROTARIAN」と総称して「ロータ
リー・ワールド・マガジン」と呼び、コミュニケ
ーション・ネットワークがはかられております。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　中小企業診断士・経営コンサルタント
　（ジブラルタ生命勤務） 　　牟田　宏一 様
◯ゲスト 前田進一郎 様

 幹事　増本　一也さん
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「 ハイライトよねやま169号」が届いております。

 会長　石井　正剛さん
　今日、オバマ大統領が、アメリ
カからやってきます。
　ゴールデンウィークもやってき
ます。昨年は、4月30日、5月1、
2日が水木金でしたので、その 3
日間お休みを取れば、10日間の連
続休暇となり、海外旅行をされた方も多かった
ようです。今年は、なんとなく中途半端、細切
れ連休でプランも立てにくいようです。来週30
日の例会は、連休の狭間という事で、指定休会
日とさせていただきます。
　さて、毎年 4 月、本屋大賞、本屋の店員が選
ぶ「人に薦めたい本」が発表されます。今年は
和田竜さんの「村上海賊の娘」が選ばれまし
た。2003年から始まった本屋大賞、今や、芥川
賞、直木賞受賞作をしのぐ売り上げ部数を誇る
程の賞になっているようです。
　なぜ今頃行われているのかと思いましたら、
年度替わりでもあり、又4月23日は、世界図書・
著作権デー（国際デーの一つ）であり、日本では
子ども読書の日（2001年文部科学省制定）だから
でしょうか。
　そんなことから由来するとは思いませんが、
皆様ご存知の通り、4月はロータリー雑誌月間で
もあります。ロータリアンには、ロータリー公認
誌の購読が義務とされております。
　1911年1月、RI初代事務総長のチェスリー・
Ｒ・ペリーによって、RI公式雑誌として「THE 
ROTARIAN」の前身である「THE NATIONAL 
ROTARIAN」が創刊されました。そこには、ポ
ール ハリスの論文「合理的ロータリアニズム」
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2013～2014年度 テーマ ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES　̶ ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を ̶
2013～2014年度 R.I.会長 ロンＤ・バートン （米国オクラホマ州・ノーマンRC）
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	 親睦活動委員会　委員長　木村	公康さん
○結婚記念月のお祝い
　安部　直樹・恵美子さん ご夫妻（1日）
　坂本　　敏・和代　さん ご夫妻（7日）
　小幡　　修・みち子さん ご夫妻（7日）
　平尾　幸一・透江　さん ご夫妻（14日）
　川口　博樹・順子　さん ご夫妻（17日）
　円田　　昭・美和子さん ご夫妻（20日）
　髙田　俊夫・伸子　さん ご夫妻（23日）
　石井　正剛・佳子　さん ご夫妻（28日）
　岡村　一郎・周子　さん ご夫妻（29日）

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、芹野　隆英さん
　「中小企業が元気になり、日本が元気になって
人が幸せになるために」と題しての、中小企業
診断士、経営コンサルタント牟田宏一様の卓話
に期待して！

佐藤　　淳さん、松尾　文隆さん
　4月19日朗遊会でメンバーにめぐまれ準優勝、
3 位になってしまいましたのでニコニコします。

池田　真秀さん
　この前の朗遊会で、18番ロングで前の組に打
ち込んで、米倉さん、古賀さん、円田浩司さ
ん、西村一芳さん、すみませんでした。二度と
しません。ちなみにイーグルでした。

石井　正剛会長、坂本　　敏さん
平尾　幸一さん、髙田　俊夫さん
岡村　一郎さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

（2）

２．（岩手県・宮城県）第2520地区山田RC
	 会長　伊藤　正美さん
　「やまだの作文 第42集」の発行について

３．第2740地区	2013-2014	ガバナー
	 	塩澤　恒雄さん
　　2014-2015	ガバナー	 宮﨑　清彰さん
　　2014-2015	国際青少年交換委員長
	 	佐古　亮景さん
　�2015-2016年度国際青少年交換学生（派遣）の募
集について

　　 募集締切日を6月30日、選考会を7月20日に
予定

　　 派遣先／ アメリカ・カナダ・フランス・メキシ
コ・ブラジル・台湾・インド・ノルウ
ェー等

　　派遣期間／１年間
　　 応募資格／ 佐賀・長崎県内居住者
　　　　　　　 2015年出発時 15歳以上18歳6か

月未満の学生
　　応募方法／ 応募はお住まいの近くのロータリ

ークラブを通じて行います。

４．第2740地区ガバナー事務所
　ホームページ更新のお知らせ

５．地区ローターアクト	委員長　古賀　秀人さん
　　諫早ロータリークラブ	会長　池田　光利さん
　　地区ローターアクト代表	 川添　大樹さん
　　諫早RAC会長	 中尾　徳崇さん
　　第32回年次大会実行委員長	木村　良子さん
　�2013〜2014年度ローターアクト
　第32回年次大会における提唱ロータリークラブ
　負担金振込みのお願い
　クラブ負担金  50,000円
　開催日  6月21日㈯〜22日㈰

 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　先週土曜日、第 4 回朗遊会を無事に終えるこ
とが出来ました。さっそく結果報告します。
　１位 田中丸さん／ネット66
　２位 佐藤　淳さん／ネット73
　３位 松尾文隆さん／ネット74
　尚、優勝されました田中丸さんの次回ハンデ
ィを10とさせてもらいます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

朗遊会より



③�M＆Aで事業承継したい（後継者が不在なので
会社を売却して、その会社に維持発展させて
もらいたい）

　M＆Aで事業承継を実現するためには「人が欲
しがる会社にする」必要があります。一般的な
M＆Aにおける株価算定は、「純資産＋税引き後
当期純益×5年」という計算式と、「営業利益と
減価償却費をベースにしたキャッシュフローの
何年分」という２つの計算式が代表的です。
　人が欲しがる会社にするために財務知識を持
って企業価値を向上させ、計画的な事業承継を
実現する必要があります。

2．BCP（事業継続計画）
　BCPとは「Business Continuity Plan」（事業
継続計画）の略で、一般的には企業が自然災害、
大災害、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場
合において、事業資産の損害を最小限にとどめ
つつ、中核となる事業の継続、あるいは早期復
旧を可能とするために、平常時に行うべき活動
や、緊急時における事業継続のための方法、手
段などを取り決めておく計画と、定義されてい
ます。2011年3月11日に発生した、東日本大震災
以降、特にこのBCPの必要性が唱えられ、自社
のBCPを見直す企業が増えています。
　このようにBCPが重要視されている理由は、
企業経営の本質が「事業の継続」にあるからで
す。企業は健全に発展することで雇用を生み、
そのことが社会経済を活性化させます。
　企業継続の阻害要因には、「大災害」のほか、

「資金不足」や「後継者不在」が考えられます。
そこで、大災害という企業継続阻害要因に対し
て、「事業継続計画」が必要であるように、資金
不足に対しては「継続的経営改善計画」が、後
継者不在に対しては「事業承継計画」が必要に
なるのです。

　企業が生き続けるためには、顧客から必要と
される存在でなければなりません。顧客から選
ばれる価値を持ち続ける事、これが「企業の継
続価値」なのです。
　そして、企業を継続させるために必要なもの
は、利益と現金（キャッシュ）なのです。
　利益は損益計算書の中に５つあります。
　売上総利益は粗利益とも言われます。また
「付加価値」とも言われています。
　企業の提供する価値が高ければ、付加価値で
ある売上総利益は高くなります。経営者はま
ず、この売上総利益の拡大を目指します。

	 ソングリーダー　髙田　俊夫さん
「故郷」合唱

『中小企業が元気になり、日本が
　元気になって、人が幸せになる
　ために！』

　中小企業診断士
　経営コンサルタント　牟田　宏一	様 

１．日本の中小企業の現状と経営者の抱える悩み
（課題）

①会社を成長発展させたい
　企業が成長発展するには２つの資金が必要で
す。それは「運転資金」と「設備資金」です。
　企業が資金調達力を高めるには銀行、貸した
い会社になる事が必要です。銀行による企業の
信用格付けの基本は、金融庁が定める「金融検
査マニュアル」に基づいて、決算書をベースに
定量評価されます。決算書は作り手により十人
十色です。財務知識があれば、より評価の高い
決算書を作成でき、実際に信用格付けを上げて
資金調達力を高める事が可能です。

②�うまく事業承継したい（後継者に事業を承継
させたい）

　後継者がいるにもかかわらず事業承継がなさ
れないことがあります。その主な要因は「後継
者が継ぎたいと思えない状況がある」という事
です。後継者が継ぎたくない会社とは「利益と
キャッシュフローを出せない、企業価値の低い
企業」です。この様な企業を継いでも、個人保
証というリスクばかりを負う必要に迫られま
す。逆に、利益とキャッシュフローを潤沢に生む
会社であれば、株の移転に関する２つのコスト

（株式の譲渡代金や贈与税、相続税など）の負担
が重くなるという問題が生じます。
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ニコニコボックス 本日合計 　12,000 円

 累　　計 856,000 円

◇

卓　　話

歌の時間



　売上総利益から販売費及び一般管理費を除い
た「営業利益」は、この５つの利益の中で最も
重要です。営業利益の定義は「本業の儲け」で
す。銀行はここを最も重視し、融資の可否など
の判断をします。営業利益がなければ事業は継
続できないとみなされるのです。
　キャッシュフローは企業分析に用いられます。
計算方法によっていくつか種類があります。
「営業損益＋減価償却費」で計算されます。キ
ャッシュフローは返済原資で、企業価値そのも
のです。

最後に
　日本の経済を支えてきたのは中小企業です。
中小企業こそが日本経済の主人公なのです。に
もかかわらず、日本の中小企業を取り巻く環境
は依然として厳しい状況です。
　その様な中で、中小企業が元気になるお手伝い
をすることが、私どもの使命と考えております。
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（今週の担当　佐藤　　淳）
 （カメラ担当　城島　一彦）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

＊5月  例会予定＊

 5月７日　新会員　山口　剛史さん

 5月14日　佐世保市 国体推進室
  室長　金子淳一郎 様

 5月21日　新会員　松尾　　貴さん

 5月28日　長崎国際大学RAC
  　会長　田浦　麗美さん

　4月30日㈬は、指定休会日で、例会はお休み
です。次回例会日は、5月7日㈬となります。
皆さん、お間違えの無いように、お願い致し
ます。

次週例会の案内

職場訪問 と　き：平成26年4月23日㈬　例会後〜
ところ：㈱大島造船所、大島酒造㈱
　　　　オリーブベイホテル

大島酒造㈱で試飲

大島酒造㈱にて㈱大島造船所 取締役 岡部様より説明を受ける
参加者のみなさん（オリーブベイホテルにて）

㈱大島造船所にて

大島トマトを購入


