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　地区大会に参加して　会長　山下　幸彦

　先日、福山において地区大会が開催されました。
　ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。
　今回の地区大会は今までと違い、参加するだけの地区大会では無く、再来年の広島西南ロータリークラブ
がホストクラブとなって行う地区大会に参考となるように見ていたので、これは良い方法だね、こうした方
が良いのではとか、ここを省けば良いのではなどと思うと、全く気が抜けない参加でした。
　気をつけて見学するとホストクラブの皆さんがおもてなしをされている姿を随所に見られ、頭が下がり
ます。
　記念講演も、歴史作家の加来耕三さんが「歴史に学ぶリーダーの条件」と題し話をされましたが、とて
も興味深い話で楽しく引き込まれた内容で全く退屈する事も無く話しの流れが聞いていても心地良い話で
した。
　また来年の地区大会は防府での開催となりますので、できるだけ全員で参加して、色々なものを吸収して、
これからの準備に役立てて行きましょう。
　そして地区大会の運営には、特に入会年度の若い方は、積極的に参加して下さい。
　それがきっと今後のロータリーライフを充実させることにつながると思います。

31238号



　９月29日（日）８：30から広域公園の梅林の草刈りを、曽里さん、岩田幹事、宮﨑さんそして寺本造園
の職人さん（＝草刈りプロ）と約３時間行いました。
　この梅林は、台北新東RCとの友好の印の梅林です。私たちは梅林を作るだけでなく、市民の憩いの場
として整備を行っています。市民がこの場で集うことで、日台の真の友好が育つ
と確信しているのです。
　しかし、草刈りは大変です。暑いです。
　Archiさん！そして台北の皆さん！私たちは友情を大切にしていますよ。
　お疲れさまでした！

� メモリアル保存委員会委員長　徳納　武使

広域公園梅の園で草刈りを実施しました

作業後。すっきり大変身！

天気予報に反していい天気…というか暑い！雑草と暑さとの闘い。

作業開始前…これでもかというくらい草ボーボーです。
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家族信託の基本形①
※信託契約開始時

16

名義 親に代わって財産を管理

⾦銭信託 不動産信託

監督信託契約
受益者代理⼈
司法書⼠藤⽥
（税理⼠や司法書⼠）

委託者と受益者は同⼀⼈物

委託者の財産

財産権 受益者
⼭下会⻑様

受託者
⼭下会⻑奥様
（家族等）

委託者
⼭下会⻑様

「信託」の名義変更は…②

11

所有者
（帰属権利者）

⺟

名義⼈
（受託者）

息⼦

「信託」の世界
〜終わり〜

信託 「財産の権利」と
「名義」に分離していた
ものが⼀体化財産の

権利者
（受益者）

⽗

税⾦はケーキの持ち主が
変わったら、かかります

信
託
終
了

帰属権利者が変わる場合、
信託を終了させると

相続税や贈与税等がかかります

家族信託の基本形②
※委託者兼当初受益者の死亡時

財産の名義は変わりません

死亡

委託者の死亡を信託の終了事由
とした場合、信託は強制終了し
元の所有権に戻る。

相続⼈
(配偶者や⼦等)

信託契約で残余財産の帰属先を
定めていない場合、相続⼈が帰
属権利者となります。

委託者の財産 死亡

⾦銭信託 不動産信託

財産権

18

委託者
⼭下会⻑様

受託者
⼭下会⻑奥様
（家族等）

受益者
⼭下会⻑様

名義

「信託」の名義変更は…①

10

所有者
（委託者）

⽗

名義⼈
（受託者）

息⼦

「信託」の世界
〜始まり〜

財産の移転がないので、
（ケーキの持ち主は変わりません）

贈与税はかかりませんし、
売買代⾦は不要です

「財産の権利」と
「名義」に分離

財産の
権利者

（受益者）
⽗

税⾦はケーキの持ち主が
変わったら、かかります

信
託
開
始

メンテナンス報告書

比較画像

これまでの名義変更は・・・

9

所有権
移転

贈与や売買の世界
財産の移転があるので、
贈与税がかかったり、
売買代⾦が必要です

贈与や売買

全体が⼀つの「所有権」
（切り分け不能）

所有者
⽗

全体が⼀つの「所有権」
（切り分け不能）

所有者
息⼦

信託が解決します

5

設置看板 （集合）

寝たきりになってし
まったらどうしよう

お年を重ねるに従い⾊々出てくる⼼配事・・・

• 銀⾏預⾦等の預貯⾦が凍結される･･･

• 不要になった⾃宅を売却し、それを元⼿にして施設に⼊りたいのに、
⼿続が⼤変難しくなるらしい・・・

• 各種相続対策ができなくなる･･･

私が死んだ後のこ
とはどうなるの？

⾝体が思うよう
に動かない

物忘れが激
しくなった

病気になってしまっ
たらどうしよう昔に⽐べて

難しい事を
考えるのが

億劫

• 健康状態
• ⽇常⽣活
• 医療・福祉
• ⾷⽣活
etc・・・

あらかじめ何をしておけば
いいのだろう？

2

何も対策をせずに認知症や寝たきりになった場合

⼭下会⻑様が財産を凍結させずに
安⼼して⻑⽣きをして⽣活を送るためのご提案

Juho司法事務所

住 所 ：〒730-0805 広島県広島市中区⼗⽇市町２丁⽬６番８号 ドエル⼗⽇市２０２号
電話番号：082-503-6166 FAX：082-503-6167
メール ：juho.fujita@gmail.com

藤⽥ 進

認知症対策信託

設置看板 （単体）

「私の職業奉仕」

株式会社 中国道路施設

岩田 智博

岩田 智博

ご静聴 ありがとう

ございました。

公道設置

職業奉仕委員会GM

グランドインテリジェントホテル広島
10月15日（火）18：30～
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第1561回例会　10月8日  
　先週末にテレビで見かけるある経済ジャーナリスト
の話を聞く機会がありましたので、その話をします。
　まず、皆さんは最近ゲームセンターに入って１時間
以上遊んだことがありますか？　と、いう質問からで
す。
　最近の大手チェーンのゲームセンターが2013年頃か
らうるさくなく、ゆっくりと高齢者でも遊べ、中には
フリードリンクを取り入れているところもあったり
で、変わってきているそうです。
　また、昭和時代のフルサービスの喫茶店が、スター
バックス等のセルフスタイルの喫茶店へ押されて減っ
てきていましたが、やはり2013年頃から名古屋のコメ
ダ珈琲、銀座のルノワール等が郊外店に変更して売上
を伸ばしています。
　これは、2013年に団塊の世代が65歳になり、時間と
お金が割と自由になる年代をターゲット層にした店づ
くりを始めたからです。
　また、おじいさん、おばあさんが昔通った懐かしい
店を買い物帰りに見つけて入っていきます。
　また、そこに子どもや孫を連れて行くことにより、
常連の客層が広がっていき相乗的に売上を伸ばしてい
ます。
　これを見習って変化しているのが先ほどのゲームセ
ンターだそうです。
　その経済ジャーナリストは、この消費パターンは
100年に一度あるかないかの劇的なパワーを秘めてい
ると言ってました。
　なかなか、暗い経済の話が多い中で、明るい話でし
たので、皆さんにもお伝えして、会長時間を終わりま
す。

第1560回例会　10月１日  
　先日、買い物に本通りへ行きましたが、昔のえびす
講のような人通りでビックリしました。消費税アップ
の対策で買い物の量もすごかったです。
　品切れの商品もあり、生鮮食品でないものはもっと
早めに購入しとけば良いだろうにと思いながら、周り
の人と同じように多くの荷物を運ばされました。
　今日から消費税は、５年半ぶりに変更されますが、
今回から少し違うのは税率が２通りあり、さらには
キャッシュレスで支払った場合はポイントで還元され
るので、トータルでは本人の支払う金額が５通りにな
るそうです。
　どういった買い物の仕方がお得なのかは、販売店も
含め研究が必要です。
　もっともキャッシュレスで還元されるのは、来年の
６月までですので急ぐ必要があります。
　さて今月は、米山月間です。
　奨学生の閻璐さんに今日の卓話をお願いしていま
す。
　閻璐さん、楽しみにしていますので宜しくお願いし
ます。
　これで会長時間を終わります。
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第1563回例会　10月29日  
　皆さん、こんにちは。最近、朝晩は冷え込むように
なり、冬の近づきを感じる今日この頃ですが、どうぞ
体調にはお気をつけください。
　一昨日、福山において地区大会が開催されました。
　ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございま
した。
　土曜日の会長幹事会では、米山記念奨学会功労クラ
ブとして表彰を頂きました。
　日曜日の本会議では、ベネファクターで岡本俊雄さ
ん、マルチプル・ポール・ハリス・フェローで石井和
彦さん、佐藤二郎さん、佐藤克則さんと私、ポール・
ハリス・フェローで杉本清英さん、田中朋博さん、對
馬久子さん、米山功労者のマルチプルで杉川聡さん、
一回目として徳納武使さん、新藤幸次郎さん、寺本真
司さん、佐古雄司さん、山國豊さんが個人表彰を受け
られました。
　おめでとうございますと共に大変ありがとうござい
ました。
　そして、記念講演では、歴史作家の加来耕三さんが
「歴史に学ぶリーダーの条件」と題し話をされ、興味
深い話で楽しく引き込まれた内容でしたが、皆さんは
いかがでしたか？
　来年の地区大会は防府での開催となります。
　再来年は、杉川ガバナー年度で私たちが開催する事
になりますので、ＰＲの時間もありますし、進行状態
や色々のことを参考にするためにも全員のメンバーで
防府地区大会に参加いたしましょう。

第1562回例会　10月15日  
　広島の人には、恐怖を思い出させる台風19号の名前
ですが、今年の19号も恐ろしいくらいな風が長く続き、
夜中に何回も目が覚めました。
　テレビで見ると全体像は、まだはっきりとしていま
せんがかなり広範囲で被害が大きそうです。
　ちなみに昨年７月の豪雨による岡山県倉敷市の浸水
面積が推定12平方キロだったのに対し、今回の長野県
千曲市の浸水面積の推定は285平方キロで約23倍、栃
木県佐野市は60平方キロで約５倍、宮城県丸森町は48
平方キロで約４倍とされています。
　自分の命を守る為に避難しているときに、自分の命
を危険にさらしてまでも避難を手伝う警察、消防、役
所の関係者には、頭が下がります。
　また自衛隊も昨日で救助者数が2,035名となり、今
日もヘリ40機と地上部隊が人命救助にあたり、給水支
援、入浴支援、道路復旧、瓦礫撤去に加え、今日から
電力復旧支援も始まります。
　一日も早く被災された方々の生活が元に戻るように
願い、会長時間とします。

10月8日

10月1日
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第1560回例会� 10月１日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
お誕生記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�ロータリーの友誌・ガバナー月信・米山記念奨学会
豆辞典配布の案内。／例会変更。／例会終了後、理
事役員会開催。

スマイルボックス
広島城南ＲＣ　吉村元亨様
出席報告
　会員数�69名　出　席�50名　欠　席�19名
　　　　　　　�来　客�� 2名　ゲスト�� 1名
プログラム
米山奨学生卓話

「天津への現地調査に関する報告」
米山奨学生　閻璐さん
皆様、こんにちは。
私は米山記念奨学生の閻璐でございます。広島市立
大学から参りました。現在国際学研究科の博士課程３
年生です。今年４月から現在までの半年間に、ロータ
リー米山記念奨学会と広島西南世話クラブにお世話に
なっており、博士論文も順調的に進んで、誠にありが
とうございます。
私は毎月の例会に参加させていただき、優秀な皆様
と会いながら、素晴らしい卓話を聴いて、自身にとっ
てよく勉強になりました。
私は2011年９月に来日して、今まで既に８年間を経
ました。この８年間に私の留学生活を支えてくださっ
た人々にもありがたいと申し上げます。
現在、私は日中関係史を専攻として研究を行ってい
ます。なぜこの専攻を選択したのかというと、実に中
国における歴史教育を受け、中国共産党の政治意図で
日本に対する認識は否定的なイメージが強かったで
す。詳しく言えば、中国の歴史教育、特に近現代史の
教育は、日中戦争に日本の侵略を強調しながら、中国
共産党の支配正当性を強化しています。でも、私は日
本に来てから、中国に受けた歴史教育と異なり、日中
戦争以外に、日中間の友好交流の歴史もあります。だ
から、歴史はそのような簡単なものではないと考えて
いますので、自分が歴史研究に対して強い興味を持つ
ようになりました。
私は来日してから、日本の方がすごく優しいと感じ
ています。今もそうと思います。日本に来たばかりの
時に、中国の大学で２年間日本語を専門的に勉強しま
したけれども、日本人と交流したときに、通じなくて、

大変でした。でも、私は来日手続きをしたときに、日
本人の役員さんが煩わしくなく、分かるまでずっと説
明してくれました。すごく感動しました。だから、私
は毎度に帰国する時に、周りの友達や親戚が日本人は
どうですかと聞いて、いつも教科書と違って、すごく
優しいです、と返答します。
現在私は周りの友達と家族だけが日本の方に対する
認識が変わりましたと感じています。だから、私は歴
史教育の教員を目指して、もっと多くの中国学生と若
者に日本の方の優しさを伝えたいと思って、本来の歴
史を教えると頑張ります。
そして、皆様と同じように日中両国の懸け橋をかけ
るために、力を尽くして頑張ります。色々なことを話
したいので、ちょっと長くなりました、申し訳ござい
ません。
今日の卓話ですが、先月私は博士論文のために、溥
儀の天津における生活軌跡をめぐって現地調査に行き
ましたので、今からその現地調査について報告させて
いただきたいと思います。
まず、天津を簡単に紹介します。天津市は中国の直
轄市の一つです。直轄市とは日本の「都、道、府」に
似て、周りの省から独立して中央政府が直接に管理す
る町です。中国では四つの直轄市があります。それぞ
れ北京、天津、上海、重慶です。天津は北京と近く、
距離が約135㎞であり、高鐵に乗れば約30分、自動車
で約２時間がかかります。
歴史上、1860年から
1940年までの天津に９ヶ
国家の租界地がありまし
た。この地図から見れば、
それぞれオーストリア帝
国、イタリア、ロシア、
日本、フランス、イギリ
ス、ドイツ、ベルギー、アメリカです。私は現地調査
に行った張園と静園が日本の租界地にあります。張園
と静園は溥儀が1924年に紫禁城から退去させられてか
ら、天津で暮らした場所です。
皆さまが知っているかもしれませんが、溥儀は中
国の最後皇帝で、ラストエンペラーとして芝居のよ
うな一生を経歴しました。彼は２歳から皇帝に即位
し、宣統帝と呼ばれていました。また1911年から
1912年にかけて辛亥革命のために、溥儀が退位して、
清朝が歴史の舞台から去りました。その後、1917年
に張勲の擁護によって一回の復辟を行い、溥儀は再
度に皇帝に即位しましたけれど、僅かに在位が12日
間で終わって、再度退位されました。1924年11月、
溥儀と婉容皇后など一行は紫禁城から退去させられ
てから、天津へ逃げました。1931年11月から満洲へ
赴いて、1932年３月１日に満洲国が長春で建国され
るに至って、満洲国執政者となって、1934年に満洲
国皇帝で即位しました。そして、1945年８月15日に
日本が第二次世界大戦の敗戦より、満洲国が崩壊し、

例　会　記　録
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溥儀がソ連赤軍に逮捕されて皇帝から戦犯になりま
した。そして、約40歳の溥儀が戦犯の身分でそれぞ
れチタの管理所及び撫順戦犯管理所に拘留され、「政
治再教育」を受けて、1959年12月頃に撫順戦犯管理所
から出て、一般市民となり、1967年まで61歳の溥儀は
後継ぎがいなくて病死して、一世を終えました。だか
ら、溥儀の一生は三回の即位と三回の退位を経歴しま
した。
実に、溥儀など一行が紫禁城から退去させられた最
初に、北京市内にあった溥儀の父、遵新王の屋敷へ逃
げましたけど、依然に不用心だと考えましたため、日
本公使館に逃げ込み、３ヶ月ほど日本公使館のゲスト
として過ごしましたのち、天津の日本租界地に移って
いました。元々溥儀は天津を経由して、外国へ亡命す
る予定でしたけど、彼の周りの老臣が天津にしばらく
住んで、時局を観察して、次の計画を決めると薦めま
した。だから、溥儀は張園に住みました。
張園は1916年に建てられて、元々民国初期の湖北提
督であった張彪の個人の邸宅でしたので、張園と呼ば
れました。1924年12月頃、天津にいた孫文もその張園
に住んだことがありました。1925年２月から1929年７
月まで、溥儀など一行は張園を臨時住所として住んで
いました。張彪が亡くなってから、溥儀は張園から出
て、静園に移り住みました。
静園の原名が乾園でした。1929年に溥儀が張園から
移り住み、静園に改名されます。やがて復辟に備えて
冷静に時局を観察する意を持っています。その際の溥
儀は静園に住んでいましたけど、その名に反して全く
「静」ではなかったです。なぜかというと、溥儀が静
園に復辟の意を持ち密やかに様々な活動を行っていま
した。例えば、静園に設置された議事庁は陳宝琛、鄭
孝胥など清朝老臣と復辟の大事を協議し、及び軍閥、
各国駐天津領事など密談のために応接室が設置されま
した。加えて、土肥原賢二も天津へ赴き、「満蒙独立
国の建国」をめぐって、静園に住んでいた溥儀と面談
しました。土肥原賢二は「現在はちょうど先祖の大事
業を回復する時点だった。勿論、陛下（溥儀に尊称）
もしくは天津に住み続けば、日本租界地以内だったら
依然に十分の保護を与えますけど、逆に満洲へ行けば、
新国家の元首になれます。万一に新国家の建国が失敗
すれば、陛下は関東州に住め、日本側も充分の保護を
与えます」と強く薦めましたけど、溥儀は不安を持っ
て、「その新国家はどのような国家になるのですか」
と確認して、土肥原賢二は「先ほど申し上げましたよ
うに、独立自主の国で、宣統帝がすべてを決定する国
家であります」と返答しました。それは溥儀の考えと
一致しますので、二人が1931年の天津事変を画策しま
した。溥儀も天津事変の煙幕と伴い、天津を離れて満
洲へ赴きました。
溥儀の自叙伝『我が前半生』で日本関東軍から脅迫
を受けて、満洲へ皇帝になるという記述がありますけ
ど、私は見物人として溥儀が暮らした張園と静園を見

学してから、そうではないと感じています。
溥儀の一生はまず身分から見れば、皇帝―庶民―

「皇帝」―戦犯―庶民という順番で、暮らした場所も
紫禁城―張園―静園―「皇宮」（長春）―戦犯管理所
―北京庶民住宅という順により暮らしていました。身
分は言うまでもなく、生活場所において紫禁城から静
園までの生活環境は全然比べられませんでした。静園
という所は、景観もいいですけど、規模が紫禁城と比
較すれば、溥儀等三人の個室以外、他の場所がほとん
どありませんので、とてつもない環境の落差がありま
した。
以上、溥儀自身は身分においても生活環境において
もこの落差を痛感して、自然に復辟を通して再度に
皇帝になると考えを持っていました。だから、張勲
復辟の失敗を経歴をしてから、溥儀は復辟の大事が
日本関東軍と連携すべきだと意識していましたので、
日本関東軍を代表する土肥原賢二が「オリーブの枝だ」
を差し伸べるときに、溥儀は自然に受けて、清朝を取
り戻そうと考え、満洲へ共同に新国家を建国に行きま
した。
以上、私の見解によれば、溥儀は満洲へ新国家の執
政者になることは自分の意志から始まったのであっ
て、『我が前半生』に記述するように関東軍の脅迫を
受けませんでした。
以上です。ご清聴ありがとうございました。
最後、ロータリー米山記念奨学会と西南世話クラブ
の皆様と私の岡本お父さんから様々な応援をしてくれ
て、再度にありがたいと申し上げます。今後も私は目
標に向けて頑張り続けます。

第1561回例会� 10月８日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�ロータリーレート変更の案内（１ドル＝106円→108
円、10月から）。／ 10月15日（火）夜開催の職業奉
仕委員会ＧＭ・10月29日（火）夜開催の新会員歓迎
会の案内を回覧。未回答者は回答のこと。／例会変
更。

出席報告
　会員数�69名　出　席�51名　欠　席�18名
　　　　�　　　来　客�� 0名　来　賓�� 1名
プログラム
外部講師卓話

「働き方改革推進について」
広島県商工労働局　働き方改革推進・働く女性応援課長
 津島　伊保氏
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第1562回例会� 10月15日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
連続出席100％
33年：萬歳幸治会員、石井和彦会員、梶本尚揮会員、
　　　奥田　實会員、白築忠治会員、山下哲夫会員
18年：山下幸彦会員
17年：岡本俊雄会員
14年：室㟢雅宣会員
会長時間
幹事報告
　�クラブ月報配布の案内。／ 10月29日（火）夜開催の
新会員歓迎会・11月12日（火）昼開催のクラブ協議
会の案内を回覧。未回答者は回答のこと。／ 10月27
日（日）地区大会はクラブバスあり。出発時間は10月

プログラムで確認のこと。９：00五日市駅南口出発→
９：30西広島駅己斐バス停出発→９：50ANAクラウ
ンプラザホテル外側バス停出発（必ず出発10分前に
集合のこと）。／本日18：30～職業奉仕委員会ＧＭを
グランドインテリジェントホテル２Ｆで開催。／次週
は祝日休会、次回例会は10月29日（火）。

スマイルボックス
佐藤二郎会員
出席報告
　会員数�69名　出　席�50名　欠　席�19名
　　　　　　　�来　客�� 2名
プログラム
会員卓話

「広島市の不動産市況について」
児玉　栄威会員

経済と地域社会の発展月間・米山月間10 2019年 10月



第1563回例会� 10月29日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

それでこそロータリー
会長時間
物故会員黙祷
広島南ＲＣ　三村繁雄会員（㈱三村松　取締役副社長）
10月19日ご逝去（68歳）
幹事報告
　�11月22日（金）夜開催の廿日市RCとの合同夜間例
会案内・会員手帳追加シール配布の案内。／例会変
更。／例会終了後、月報編集会議開催。／本日18：
30～新会員歓迎会をグランドインテリジェントホテ
ル３Ｆで開催。

スマイルボックス
杉本清英会員・杉川　聡会員、遠崎秀一会員、

新藤幸次郎会員
出席報告
　会員数 69名　出　席 56名　欠　席 13名
　　　　 　　　来　客  0名　来　賓  1名
　　　　�　　　ゲスト  1名
プログラム
外部講師卓話

「都市銀行の地域社会に果たす役割」
りそな銀行広島支店長　定兼　徹氏

⾦融機関の役割

13

3-1．社会における⾦融機関の役割

 銀⾏の従来からの主要な役割は、資⾦の貸手（貯蓄余剰の法個人等）と借手（資⾦不⾜の
法個人等）を仲介して、貸出という形で資⾦を融通すること及び預⾦⼝座を通じた資⾦決
済のプラットフォームを提供することであった。

 近年は利鞘縮⼩による貸出⾦収益の低迷及び決済ビジネスに他の事業者が参⼊するなどの
環境の変化により、⾦融機関は、⾦融仲介機能を発揮しつつ、「従来型ビジネスモデルか
らの転換」を⾏うことが必要になっている。

決済機能 ⾦融仲介

決済機能提供による経済循環の下支え
資⾦支援による経済の活発化

信用創造

4

１-１．りそな銀⾏について②

りそなグループ
の概要

＜有人店舗数＞ ＜マーケットシェア＞

都市銀⾏の地域社会に果たす役割

2019年 10月 29日

広島支店

15

３-３．⾦融機関の取組み

 各⾦融機関は、「従来型ビジネスモデルからの転換」を進めるべく、貸出以外のサービス提
供として、企業のライフサイクルにに応じて、ファンドの紹介、ビジネス・マッチング（
BM）、M&A、海外進出支援、各種コンサルティング、事業承継対策等の支援に⼒を⼊れて
いる。

創業 成⻑
事業承継
転廃業

事業再生

企業のライフサイクルに
合わせた各種支援

創業資⾦
運転資⾦
設備資⾦

株式購⼊資⾦再生型融資資⾦⾯

資⾦
以外

決済機能の提供
VCの紹介

BM、M&A
海外進出支援
不動産仲介
IPO支援 等

再生ファンドの
紹介

スポンサー探索
M&A

遺言信託
自社株承継信託

M&A

⾦融仲介機能の⼗分な発揮
従来型ビジネスモデル

からの転換＋ =

9

 貸出競争の激化により、主要⾏、地域銀⾏ともに貸出利鞘は縮⼩トレンド。

 特に地域銀⾏は、国内の貸出残⾼の増加率は主要⾏⽐で⾼いものの、貸出利鞘の縮⼩幅も大
きくなっている。

出所︓⾦融庁「利用者を中心とした新時代の⾦融サービス」

２-１．銀⾏を取り巻く環境②

8

２-１．銀⾏を取り巻く環境①

 預⾦残⾼はほぼ毎年順調に増加。貸出⾦も2004年以降は、リーマンショックの後を除いて
増加基調。

 但し、「預⾦の増加＞貸出⾦の増加」というトレンドの⻑期化により、銀⾏は預⾦超過の傾
向が強まり、運用先を確保することが課題となっている。

出所︓SPEEDA「地⽅銀⾏の現状と再編を理解する」
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10月１日

城南RC　吉村　元亭様　城南RCは７月よりシェラトングランドホテルに移転しました。メイクアップの際は、金曜
日にシェラトンにお越し下さい。
10月15日

佐藤　二郎会員　愛命園のバザーへのご協力宜しくお願い致します。
10月29日

遠崎　秀一会員　息子が無事闘病生活から復帰し退院しました。週末と夜に制限した生活でしたが、またロータリー
活動にも精進したいと思いますので、よろしくお願い致します。
杉本　清英会員・杉川　聡会員　島根県江津市に有る「温泉リゾート風の国」を取得し、９／ 20にリニューアルオー
プン致しました。広島インターチェンジから約１時間と比較的近い立地です。是非お越し下さい。
新藤幸次郎会員　地区大会　バッジを忘れました。

スマイルボックス

10月15日

10月29日

―――――――――――――プロフィール―――――――――――――
氏　　名　定兼　徹
生年月日　1968年12月12日
学歴及び職歴
1991年３月 神戸大学経済学部卒業
1991年４月 大和銀行　入行
1997年６月 シカゴ大学経営大学院修士号取得
2008年10月 �りそな銀行　法人ソリューション営業部　グループリーダー
2017年� 4月 �同　事業戦略サポート部部長（大阪駐在）兼大阪営業第六部長
2019年� 4月 �同　業務サポート部　アドバイザー
2019年� 7月 �同　審査部　クレジットオフィサー
2019年10月 �同　広島支店長（現職）
―――――――――――――――――――――――――――――――――25

（ご参考資料）
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４-４．都市銀⾏の活用② 不動産
【社会的背景︓不動産】
 ＲＯＡなど、収益性の指標への関心の⾼まり。

⼀般的に日本企業の保有する資産の中で不動産の占める割合は⾼く、不動産を最大限有効活用すること
は企業の重要な経営課題となっている。

 国内市場が人⼝減少等により拡大が⾒込みにくい中、不動産事業は、本業以外で安定した新
たな収益事業になる可能性があり、また事業承継においても考慮すべき事項となっている。

企業不動産戦略
（CRE戦略)

財務戦略上の課題
 有利⼦負債削減
 保有資産の時価変動リスク
 改正退職給付会計への対応
 コスト削減の為の費用⾒直し
 キャッシュの有効活用

防災・事業継続性の課題
 事業継続計画(BCP)の⾒直し
 耐震性の強化

企業の社会的責任(CSR)
 環境に配慮した不動産の開発、

維持管理の必要性

事業戦略上の課題
 ⽼朽化した不動産への対応
 オフィスの集約・分散
 生産拠点・物流施設の⾒直し
 出店戦略（ｽｸﾗｯﾌﾟ&ﾋﾞﾙﾄﾞ）
 寮・社宅減少の中での活用
 遊休不動産への対応

経営課題

事業承継上の課題
 法人所有・個人所有の混在
 資本の経営の分離（法人と

オーナー個人での資産分割）
 事業承継者の相続税対策
 納税資⾦の企業負担リスク
 資産管理会社の設⽴検討

経済と地域社会の発展月間・米山月間12 2019年 10月



３年ごとに開かれる規定審議会は、2019年４月14～18日　米国イリノイ州シカゴに世界中から地区の代表議員
が集まり、国際ロータリーの定款細則への変更について討議しました。今年の規定審議会では、100件以上の案件
が審議されました。
採択された中で特に私たちのクラブに影響を及ぼす制定案（RI定款、細則、標準ロータリークラブ定款の改正
を目的とする案件）をピックアップしてみました。尚、2019年規定審議会での変更を反映させた日本語版が、既
にMy�ROTARY組織規程のページにアップされております。

制定案19－18　会員身分に関する規定を改正する件
国際ロータリー細則（2016『手続要覧』23ページ）。
第４条　クラブの会員身分
4.070.　会員身分の制約

　各クラブは、多様性を推進するような均衡の取れた会員構成を構築するよう努めるものとする。
※�　上記が追加されました。組織規定文書およびロータリーの内部方針は多様性に関して明確にしているが、
実際の現場では不十分な点が多いため。

制定案19－22　クラブ会長の任期を改正する件
標準ロータリークラブ定款（2016『手続要覧』92～93ページ）。
第13条　理事および役員および委員会
第５節　⒝―役員の選挙。
会�長の任期について…後任者がしかるべく選挙されなかった場合、現職の会長の任期を１年に限り延長するも
のとする。
※　下線部が追加されました。
　これまでクラブ会長の複数年就任は推奨されませんでしたが、次期会長が決まらない場合１年に限り延長
できることとなりました。同時に現職の会長が無期限でその役職に留まることを強制されるべきではないこ
とを示唆しています。

制定案19－24  クラブの年次会合において予算と年次報告の発表を求める件
標準ロータリークラブ定款（2016『手続要覧』第89ページ）
第８条　会合
第２節　－年次総会。
⒜�　役員を選挙するため、収入と支出を含む年間予算を発表するため、および年次報告を発表するための年次
総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない。
※�　下線部が追加され、年次総会において新役員を選出するとともに収入と支出を含む年間予算の発表が追加
されました。
　「ロータリークラブを活性化するには、年次会合を単なる役員選挙の場として開催するのではなく、あらゆ
る団体の年次総会のような、出席を必須とする年次クラブ会合に変更し、収入と支出を含む年間予算と年次
総合報告も発表することにより、透明性、説明責任、責務、公平性、法規範を制度化するためのコーポレート
ガバナンスの証となる」との趣旨。実際は、現年度と前年度の収支を含むクラブの中間財務報告になります。

制定案19－35  欠席のメークアップに関する規定を改正する件
標準ロータリークラブ定款（2016『手続要覧』91ページ）。
⒜�　例会の前後　14日間。同年度内。例会の定例の時の前14日または後14日同年度以内に、
※　例会の前後14日間が年度内に変更されました。
　会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合　～　会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップと
して有効とみなされる。
　また、上記取り消し線部分が削除されました。
　わがクラブは従来通り例会の前後14日と細則に掲載することを決定済ですが、定款はあくまで年度内となっ
ているため、期初、期末の例会については例え14日以内でもメークアップした日が前年度、または次年度に
またがった場合は不可となるので注意が必要です。
　晝田ガバナーからも「出席メークアップは年度内で集約し、年度を超えて算出の対象にしないようにお願

戦略計画委員会　曽里　　裕

クラブに影響を及ぼす制定案
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いいたします」とのコメントが届いています。

制定案19－37　クラブの会員身分に関する規定を改正する件
国際ロータリー細則を次のように改正する（2016『手続要覧』23～24ページ）。
第４条　クラブの会員身分
　4.060.　公職
　一定の任期の間、選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下にクラブの正会員とな
る資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者、または裁判官に選出
もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期を持った公職に選出もしくは任命された者は、そ
の公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。

　4.080.�RIの職員
　クラブは、RIに雇用されている人を会員として保持できる。

※�　上記取り消し線部分が削除されました。RIの職員に関する項目は任意事項。公職に就いている人も以前の
職業分類の下に、正会員となる資格を保持することができるようになりました。

制定案19－39　クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃止する件
国際ロータリー定款（2016『手続要覧』14ページ）。
第５条　会員
第２節　—クラブの構成。
　⒝�　各クラブは、一事業、一専門職務、一職業、または一種類の社会奉仕、またはその他の職業分類に偏らな

いバランスの取れた会員構成を有しなければならない。５名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、
正会員を選出してはならない。ただし、会員数が51名以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員
がクラブ正会員の10パーセントを超えない限り、その職業分類の下に正会員を選出することができる。引退
した会員は、　～　以下削除

※�　上記取り消し線部分が削除され、（下線部分は追加）一つの職業分類の下にクラブ入会のできる会員数の制
限がなくなりました。クラブが会員基盤を増強させる上で、より高い自主性と柔軟性を持てるようになり、
同時にクラブ構成におけるロータリーの多様性に対する基本的なコミットメントを維持することが可能とな
るとのこと。但し、この改訂では職業分類制度が廃止されたわけではなく職業分類の制限について改定をし
ていることと、バランスの取れた会員構成を有しなければならないことを忘れてはなりません。

制定案19－70　クラブの加盟終結に関する規定を改正する件
国際ロータリー細則（2016『手続要覧』21ページ）
3.030.　クラブを懲戒、加盟停止、または終結とする理事会の権限
3.030.3.　会員の不足による終結
　会員数が６名未満となったクラブは、ガバナーの要請により理事会がそのクラブを終結させることが
できる。
※　上記が追加されました

制定案19－72　ローターアクトクラブがRI加盟を求められることを明確にする件
国際ロータリー細則（2016『手続要覧』19ページ）
ローターアクトクラブはRIへの加盟申請をすることができる。そのようなクラブは、第2.010.1.項の要件の対象
とはならないものとする。理事会は、加盟手続を決定するものとする。加盟時に、そのクラブはクラブとしての
すべての権利と責任を負うものとする。
※　上記が追加されました。RIへの加盟を申請するか否かは、個々のローターアクトクラブの判断に委ねられます。

制定案19－82　「人頭分担金を増額する件」への修正案
国際ロータリー細則（2016『手続要覧』第77ページ）。
18.030.1.　人頭分担金。
2020－21年度は半年ごとに米貨34ドル、2021－22年度には半年ごとに米貨34ドル75セント、2022－23年度には
半年ごとに米貨35ドル50セント。
人頭分担金は、規定審議会によって改正される迄変更されないものとする。
※　上記に改定されました
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　その土地の歴史� 児玉　栄威�会員

鼻が利くという言葉があります。私は職業柄、たくさんの不動産の売

買や評価に携わって参りましたが、売り手も買い手も様々です。その中

で継続して不動産を買うのが不動産業者さんで、とても競争の激しい世界です。資金調達力や情報収集力

という能力も求められますが、たくさんのライバルがいる中で時間もないのにどのようにその不動産を分

析し、購入の意思を決定しているのかを聞いてみますと、ほぼ皆さん「直感」といわれます。

一方で、私が普段、鑑定評価を行う場合にはこのような直感で不動産の価格を算出することはできませ

ん。不動産を見た瞬間にぱっと頭の中で金額が浮かぶことは私にもあります。その直感が鑑定結果と整合

することもありますが、全然違うこともあります。なので、不動産鑑定士はとにかく関連データを地道に

収集し、一つ一つ丁寧に分析して事実に裏付けされた証明可能な結論を導いていかなくてはならないので

す。私自身も専門家として経験と知識を持った目利きになりたいと常に考えています。

さて、話を戻し、その関連データですが、登記に関すること、現地において調査すること、役所で調査

すること、生活関連施設に関すること等、実に様々なものがあります。こうした情報はもちろん皆さんが

家や事業用不動産を選ぶ際にも有用な情報ですが、これらの中には不動産業者さんの重要事項説明書にお

いて説明する内容に含まれないものがあります。今回のコラムではその一つである地歴調査についてご紹

介します。

本来、我々が地歴を調べるのは主に土壌汚染や地下埋設物というリスクの存する可能性を測るためで

す。しかし地歴調査によって得られる情報はこれだけではありません。歴史を知り今を知るということは

よく言われます。大地震、津波、土砂災害など過去に起きた災害は繰り返すといいますが、実際その通り

です。そして、このような災害の情報はインターネットなどでも調べることができますが、あくまで地域

の情報として伝えられるものが多いです。その中で判別できない個々の土地についての情報を調べる際に

地歴調査が役に立つことがあります。農地が開発されて宅地になったのか、埋め立てによってできた土地

なのか、山を造成した土地ならば以前は谷筋だったのか尾根筋だったのか等の情報があれば地盤の安定性

や災害危険度が推測できます。また、農地でも田だった、畑だった、蓮田だったということで水はけの善

し悪しがわかります。また、過去に嫌悪施設があったりとか、逆に神社の境内地だったりということがわ

かることもあります。昔の人はいろいろな知恵を持っていて、一般に古くから建物が建っている土地とい

うのは事実として災害に強い傾向がありますし、そういった有用な情報が収集できます。

では地歴はどうやって調べるかですが、一番具体的に調べるには図書館で閲覧できる古い住宅地図を調

べることです。広島市であれば昭和30年代後半からの古い住宅地図があります。次は国土地理院の航空写

真です。航空写真は戦前に陸軍が撮影したもの、米軍が撮影したものなど古いものもたくさんあり解像度

も高いのでわかりやすいです。また、地形図も国土地理院や図書館にありますので、これらからも得られ

る情報はあります。先日の卓話で紹介した「今昔マップ」などは無料で分か

りやすく過去の地図と現在の地図を見比べることができるので是非ご参照く

ださい。

歴史がブームの昨今ですが、土地の歴史についても興味を持ってもらえれ

ばと思います。
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・ S .A.A.（佐々木）：例会雰囲気も良好。食事も
良くなった。
・会員増強（折本）：10年会がロータリーの飲み
会に化している。臨時会を開いて活を入れる。
・財団（室㟢）：寄付の人選を各委員長にお願い
している。
・親睦（小野）：10／29歓迎会。11／22合同例会。
来賓紹介は親睦全員でルール化して決めている。
・公共（田中）：HPのルール化を徹底していきたい。

第５回理事役員会
　2019年11月５日（火）13：45 ～
　ANAクラウンプラザホテル広島
・�プログラム委員会は12月予定のご準備をお願いしま
す。

直前会長講評　岡本（俊）直前会長
閉会挨拶　佐藤副会長

2019-2020年度　第４回理事・役員会　議事録

日　時：2019年10月１日　13時45分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：山下（幸）、佐藤（二）、岡本（俊）、小野、
　　　　田中（朋）、室㟢、白築、岩田、佐々木（宏）、
　　　　折本、岡本
書　記：漆原

会長挨拶　山下会長
出席者の確認
議題
　①　合同幹事会報告
　　�　岩田幹事より、昨日９／30に開催された合同幹
事会議事の報告。（ビジターフィー、メークアッ
プ対応）

　　�　合同事務局の紙折り機が古くなったので入れ替
えることに西南RCは承認。（約30数万円）

　そ�の他）心臓病を守る会から10万の寄付よりカープ
観戦に誘っていただける方がありがたいとの連絡
あり。

　　�　今年度の寄付金の残りを秋のDAYキャンプ費
用（飲み物代等）として寄付する予定。（約￥60,000）

　②　８月九州北部豪雨災害義捐金について
　　�　￥34,000の寄付金を振込済。100万ドル基金か
ら出金。

　③　11／30グローバル補助金勉強会について
　　　西南RCからは佐藤副会長が参加予定。
　④　広島国際映画祭2019の後援名義使用について
　　　承認。
　⑤�　11／22廿日市RCとの合同例会進捗状況について
　　�　小野会員より：10月の第３週に親睦GM開催予
定。廿日市RCにアトラクションを依頼中。

　⑥　11月プログラムについて
　　�　11／11井内氏（広島南RC）、11／19森氏に外部
卓話を予定。

　⑦　西南の集いIN広島について
　　�　６ロータリーから返答有り。京都の返答待ち。
懇親会参加者は100名程度になる見通し。

　⑧　HP運用（役割分担等）について
　　�　運営の役割分担のルール化が必要。（公共イメー
ジ委員会：田中委員長で調整予定）

　⑨　９月度会計報告
　　�　未収入金（５名）７～９月で￥254,500有り。
事務局から連絡して８月分までの未収入金は無く
なっている。

　⑩　各理事役員報告

10月の会員記念日

山國　　豊� １日
上田　直治� ８日
杉川　　聡� ８日
影久　知也� ８日
先小山英夫� ９日

遠崎　秀一� 10日
根石　英行� 11日
岩田　洋子� 19日
白築　忠治� 23日
田中　和之� 29日

会員誕生日

結婚記念日

パートナー誕生日

創　業　月
石井　和彦　養神館病院� S７年
伊藤　英彦　㈱クロマ� H16年
梶本　尚揮　㈱綜合建築設計� S50年
佐々木信幸　㈱ネクサス� H４年
高鍋　　徹　三井ホーム㈱中国支店� S49年

掲　示　板

11月行事予定
❖11月５日（火）13：45 ～
　第５回理事役員会� ANAホテル４F
❖�11月12日（火）13：45 ～
　第３回クラブ協議会� ANAホテル４F
❖11月19日（火）13：40 ～
　月報編集会議� ANAホテル例会場前

12月行事予定
❖12月24日（火）18：30 ～
　クリスマス家族例会� ANAホテル３F

DONATION
10  月 年度累計

ス マ イ ル 43,000 円 192,000 円
善 意 の 箱 14,899 円 49,402 円
100万ドル 53,136 円 212,526 円

白築忠治夫人　啓�子様　８日
山本　豊夫人　幸�子様　20日
徳納武使夫人　貞�子様　22日
岩田智博夫人　美恵子様　25日

入　会　月
曽里　　裕� H３年
杉川　　聡� H９年
根石　英行� H14年

山本　春男� H15年
桒田　博正� H23年
橋本　幸範� H23年

平原　一彦� ７日
佐藤　二郎� 16日
曽里　　裕� 18日
伊藤　英彦� 21日

藤井　良造� 24日
児玉　栄威� 30日
室﨑　雅宣� 31日
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　本年開催された規定審議会では、メークアップ期間や職業分類の制限等、クラブ運営に影響を与える部分に変更
が加えられました。直接私たちに関係のありそうな部分をピックアップして掲載してみました。柔軟性の言葉のも
と、前回に引き続き特に会員増強のために随分緩やかな規定に改定されたようにも思えますが、基本理念は変わっ
ておらず、それだけにクラブの会員選考の役割が重くなったと言えるのではないでしょうか。人選をしっかりやっ
たクラブとそうでないクラブでは将来繁栄か衰退かの岐路に立たされているような気がします。� （曽里　裕）

広島西南RC　９月度個人別出席状況一覧表
（メークアップ期間の都合上１ヶ月前を掲載しております）

氏　名 3 9 17 24 出席率
1 荒木　　攻 × × × 0%
2 萬歳　幸治 ○ ○ ○ 100%
3 藤田　　進 ○ ○ △ 100%
4 平原　一彦 ○ ○ ○ 100%
5 林本　正継 ○ ○ ○ 100%
6 平石　雅史 △ ○ ○ 100%
7 橋本　幸範 ○ △ ○ 100%
8 石井　和彦 ○ △ ○ 100%
9 岩田　智博 ○ ○ ○ 100%
10 伊藤　英彦 ○ ○ △ 100%
11 井上　俊博 ○ ○ △ 100%
12 稲田　健二 ○ △ △ 100%
13 岩田　洋子 ○ ○ × 66%
14 梶本　尚揮 ○ ○ ○ 100%
15 桒田　博正 ○ ○ △ 100%
16 児玉　栄威 ○ ○ ○ 100%
17 河原　英二 × × × 0%
18 栗原　佑哉 ○ △ ○ 100%
19 影久　知也 △ △ △ 100%
20 熊本　卓司 △ ○ ○ 100%
21 鍵岡　　馨 ○ ○ ○ 100%
22 三好　清隆 ○ ○ ○ 100%
23 村尾　博司 ○ ○ ○ 100%
24 宮本　　昇 △ ○ △ 100%
25 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ 100%
26 宮﨑　　真 ○ △ ○ 100%
27 三宅陽一郎 ○ ○ ○ 100%
28 水谷　耕平 ○ ○ ○ 100%
29 森　　豊彦 ○ ○ △ 100%
30 根石　英行 ○ ○ ○ 100%
31 長野　　宏 ○ ○ △ 100%
32 奥田　　實 ○ ○ ○ 100%
33 小川　光博 ○ ○ ○ 100%
34 岡本　俊雄 ○ ○ ○ 100%

氏　名 3 9 17 24 出席率
35 折本　　緑 ○ ○ ○ 100%
36 小野　　誠 ○ ○ ○ 100%
37 岡本　倫明 ○ ○ ○ 100%
38 沖井　　翔 ○ ○ ○ 100%
39 佐々木　宏 ○ ○ ○ 100%
40 白築　忠治 ○ ○ ○ 100%
41 曽里　　裕 ○ ○ ○ 100%
42 杉川　　聡 ○ ○ ○ 100%
43 先小山英夫 ○ ○ ○ 100%
44 佐藤　二郎 ○ ○ ○ 100%
45 佐藤　克則 △ ○ ○ 100%
46 杉本　清英 ○ ○ ○ 100%
47 佐々木信幸 ○ ○ ○ 100%
48 佐古　雄司 ○ ○ ○ 100%
49 新藤幸次郎 ○ ○ ○ 100%
50 佐藤暖以子 ○ ○ △ 100%
51 田中　茂樹 △ △ ○ 100%
52 谷口　公啓 △ △ ○ 100%
53 遠崎　秀一 ○ ○ ○ 100%
54 寺本　真司 ○ ○ △ 100%
55 徳納　武使 ○ △ ○ 100%
56 田中　朋博 △ ○ ○ 100%
57 田中　和之 ○ ○ ○ 100%
58 高鍋　　徹 ○ △ △ 100%
59 時岡　俊介 ○ ○ ○ 100%
60 上田　直治 △ ○ ○ 100%
61 漆原　健夫 ○ ○ ○ 100%
62 山本　　豊 ○ ○ ○ 100%
63 山下　哲夫 ○ ○ ○ 100%
64 吉田　栄壮 ○ ○ ○ 100%
65 山下　幸彦 ○ ○ ○ 100%
66 山本　春男 ○ ○ ○ 100%
67 山國　　豊 ○ ○ △ 100%
68 藤井　良造 ○ △ △ 100%
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次回の10年会はゲストを迎えて12月12日（木）開催
予定です。
当日ゲストにふさわしい方をぜひご紹介ください！
詳しくは10年会委員長　宮﨑まで！

新入会員歓迎会
10月29日（火）グランドインテリジェントホテル広島

10年会 
10月10日（木）グルメ李


