
・点　鐘　安藤会長

・ソング　手に手つないで�

・卓　話　清水武信様�

【会長報告】

　夜間例会では服部委員長はじめ親睦活動委

員に大変お世話になりました。大勢のご出席、

御礼申し上げます。「穏やかに和やかに爽やか

に」の運営姿勢を申し上げているわけですが、

和やかな会を催して頂き感謝しております。

公式訪問も終了、各委員長にはさまざまな形

で委員会活動を展開、地区セミナーにも出席

頂いています。９／１・２高輪プリンス、日韓親善

会議には市川（洋）、和泉委員長が出席。９月、フ

レッシュマン・セミナー（智光山）、対象の方に

ご出席頂きたいと思います。

◎間邉元幸会員＝米山功労者マルチプルの表彰�

【幹事報告】
・６／３０付でふじみ野ＲＣが解散。
・９／１２移動例会（駿河台大学）１２時半点鐘。
　駐車券を車のフロントにお願いします。�
・９／５第４回役員会は１１時半開催。�
◎例会変更のお知らせ�
◇所沢ＲＣ�
・９／２５（火）  移動例会　セレス所沢�
・１０／２３（火） 例会振替  １０／２１・２２親睦旅行�
・１０／３０（火） 休会（定款第６条）�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  土屋（崇）君

『友』８月号。横組Ｐ１、田中ＲＩ会長メッセー

ジ。他の人に「ロータリー・モメント（心に残る

ロータリーの体験）」、情熱を伝える事が増強

に繋がる。Ｐ３２、米山基礎知識。他に、増強に

関して苦労されている記事。縦組Ｐ２、原発事

故で全村避難した飯舘村・菅野村長「第３の転

換期」のお話。Ｐ１３、俳壇に日高の会員の句。

【セミナー報告】

◎ロータリー情報委員会　　　　　　木川君
　７／２９（日）女性教育会館（嵐山）、ディスカッション・リー
ダー（ＤＬ）養成研修。２０年前、１９９２年にＲＩではＤＬの必要
が言われたが日本にこれを持ってきても無理だろうとの事
で採り上げられなかった。最近、会員が減ってきた中で会員
にＲＣの事を語ってもらった方が良いのではないかとの事
で始まった。田中ＲＩ会長は昨年６／３０、エバンストンの事
務所に住所を移動。現在、田中氏はアフリカに行っている。
世界３４ゾーンのうち３つが日本（北海道～埼玉、東京～京
都（沖縄含む）、大阪～九州）。田中氏のモットーは会員研修
と増強。新世代を育てる事に力を入れている。奄美大島には
１２０人の会員。地域性で、ＲＣがステイタスに。一方、鹿児島・
加治木ＲＣは会員が1人。「会費を払えばいいのだろう」とい
う事。米山に“記念”を入れたのは、私共がお金を出している
から。ガバナーは嵐を呼んではいけない、謙虚でなければい
けない。ディスカッションで相手を指差すのは無礼。「ロー
タリーとは何か」を１分で答える場合、２分、３分で答える
場合とそれぞれ書式がある。答えを求めてはいけない。卓上
には「自由にディスカッションに参加して下さい・注意深く
聴きましょう・経験を自由に語り合いましょう・本題から離
れないように注意しましょう・他人の発言に対して寛容に・
自分と違った視点に対して感謝しましょう・発言は簡素に」
等と書かれた物が置かれる。田中氏は相手に対する思いや
りを重要視する方。…講師の中村氏はさまざまな話をされ
ました。そのうち一度、お呼びしたい。�
　８／３フレッシュマン・セミナー準備会（智光山勤労福祉
センター）。５年未満の方に出席をお願いすると思います。

◎地域福祉推進フォーラムについて　大野君

　これからの地域は皆で支えるという事で「は

んのうふくしの森プラン」の係りをやっています。

増島会員もメンバー。９／９私はパネルディス

カッションのファシリテーターを務めます。

【出席報告】無断欠席なし　　  川口出席委員

【Ｍ　　Ｕ】

８／２３（東京・神田）半田君

８／２９（地区）市川（昭）君

【結婚・誕生日祝】　　　矢島（巌）親睦活動委員

◇入会記念日おめでとう�

　大木君、 橋本君、 増島君、 田辺君、 和泉君

　小川君、 土屋（崇）君、 小谷野君、 吉田（行）君

　吉澤君、 中里（忠）君、 大崎君

◇会員誕生日おめでとう�

　１１小谷野君、２２吉澤君、２５吉田（健）君

　２６高橋君

◇夫人誕生日おめでとう�

　３市川（昭）夫人、１１中里（忠）夫人、１５小崎夫人

　２１小谷野夫人、２４大野夫人、２６山川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・清水武信様よりご芳志を頂きました。�

・清水会頭ようこそ。今日は有難うございます。

　本日は卓話をよろしくお願い致します。�

　加藤君、細田（吉）君、細田（伴）君、中里（昌）君、半田君

　新井君、矢島（巌）君、吉島君、間邉君、高橋君、安藤君

　山川君、島田君、小川君、和泉君、田辺君

・入会記念、有難うございます。橋本君、大木君

　小川君、土屋（崇）君、和泉君、吉田（行）君、田辺君

　中里（忠）君、吉澤君、小谷野君�

・誕生日祝、有難うございます。小谷野君、吉澤君�

・妻の誕生日祝、有難うございます。

　山川君、中里（忠）君、小谷野君、小　君、大野君�

本日計７５，０００円、累計額１７１，０００円。

◎５日例会当番は柏木会員、神田（敬）会員です。

�【卓　　話】

講師紹介　　　　　　高橋プログラム委員長

　Ｓ４５年、税理士登録以来４２年間、業務遂行。

Ｈ１７年から６年間、関東信越税理士会会長、日

税連副会長。Ｈ２２年より狭山商工会議所会頭。

現在、税理士法人ＳＫＪ代表社員、狭山ケーブ

ルテレビ代表取締役社長。�

　Ｓ38年、日立本社電気事業部調査部入社、予

算・中長期計画・市場調査を担当。在職中、税理

士試験に合格、Ｓ４６年、脱サラで税理士事務所

創業。Ｓ４９年にコンピュータ会社、Ｈ４年に狭

山ケーブルテレビ（株）設立の外、数社の経営に

携わる。現在、（社）資金調達支援センター、（社）ぜい

たいきょう理事長、狭山商工会議所会頭。

〔人口の超長期推移〕経済は人口動態に左右さ

れる。私は人口の推移を

経済予測の基本に置いて

きた。縄文前期、日本の人

口は２万、中期に２６万人ま

で増加し後期８万人に減

少、弥生時代５９万人まで

増加。この間、約１０００年。

その後、増え続け、関ケ原

の戦いの時は１２２７万人。

明治維新３３３０万人、１９００年４５００万人。その後

急増し、Ｈ１６年、１億２７７９万人のピークまで級

数的に増加。これから約１００年で明治時代の

人口と同程度まで急速な人口減少が予測される。

〔人口ボーナスの時代から人口オーナスの時代へ〕

ｂｏｎｕｓはプラス要因だが、ｂを省くｏｎｕｓ

は一転「重荷、負担」のマイナスイメージ。「人口

ボーナス」は子どもと老人が少なく生産年齢

人口が多い状態。豊富な労働力で高度経済成

長が可能。「人口オーナス」は高齢人口が急増、

少子化で、人口が財政、経済成長の重荷となる

状態。日本は「人口オーナス」の時代に突入した。

〔アジア諸国の人口推移〕中国は２０１７年以降、

韓国、台湾は２０１６年、シンガポールは２０１８年

に労働人口が減少に転じる。タイは１０年後、ベ

トナムも遠からず急減速。今後何年も有利な人

口動態を期待出来るのはフィリピン、マレーシア、

インドネシア、インド。インドは向こう１５年間で

欧州の労働人口に匹敵する人口増加が見込まれる。

〔中小企業経営〕「いつか景気が良くなる」と

待っている経営者が多いのも現実だが、全く

別な経営戦略を考案しなければならない。

〔研修の充実〕大企業と中小企業の違いは研

修に対する考え方。狭山商工会議所では経営者・

経営幹部を対象とした「経営免許証」制度を研

究中。希望者に「経営免許証」を発行、毎年５時間

以上の研修を義務化し受講記録を管理、３年

で更新。無事故で更新した者にゴールド免許を

付与。地域金融機関と連携、ゴールドの経営者、

企業には貸出利率の低減を検討している。

〔資金調達支援〕「金融円滑化法」（Ｈ２１年施行）は

既に２回延長、Ｈ２５年３月末に終了。今年３月ま

でに３，１３３，７４２件の貸出条件変更申請があり、

その９７．４％が実行。しかし、この法律の出口戦略

を誤ると再び不良債権の山となり金融システ

ムに大きなマイナスとなる。貸出条件変更申請

企業は「経営改善計画書」の提出が義務化され

ているが提出率は50％程度。債務者区分が引

き下げられると新規借入が不可能となり貸出

金利の上乗せ等の要求で経営継続も困難になる。

〔経営者への課題〕「正しい計算書類」、強み弱

みを分析した「定性分析報告書」、「経営計画書」

の定期的作成の３点セットが求められる。金

融庁・中小企業庁が共同事務局で、拠るべき会

計基準「中小企業会計要領」を発表した。会社

法の創設で企業経営の自由度が大幅に増加し

た反面、遵守すべき制約もある。

　中小企業経営は、競争力を増加して、これ

からが楽しみな時代であると思う。　�［要約］
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【会長報告】

　夜間例会では服部委員長はじめ親睦活動委

員に大変お世話になりました。大勢のご出席、

御礼申し上げます。「穏やかに和やかに爽やか

に」の運営姿勢を申し上げているわけですが、

和やかな会を催して頂き感謝しております。

公式訪問も終了、各委員長にはさまざまな形

で委員会活動を展開、地区セミナーにも出席

頂いています。９／１・２高輪プリンス、日韓親善

会議には市川（洋）、和泉委員長が出席。９月、フ

レッシュマン・セミナー（智光山）、対象の方に

ご出席頂きたいと思います。

◎間邉元幸会員＝米山功労者マルチプルの表彰�

【幹事報告】
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【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  土屋（崇）君

『友』８月号。横組Ｐ１、田中ＲＩ会長メッセー

ジ。他の人に「ロータリー・モメント（心に残る

ロータリーの体験）」、情熱を伝える事が増強

に繋がる。Ｐ３２、米山基礎知識。他に、増強に

関して苦労されている記事。縦組Ｐ２、原発事

故で全村避難した飯舘村・菅野村長「第３の転

換期」のお話。Ｐ１３、俳壇に日高の会員の句。

【セミナー報告】

◎ロータリー情報委員会　　　　　　木川君
　７／２９（日）女性教育会館（嵐山）、ディスカッション・リー
ダー（ＤＬ）養成研修。２０年前、１９９２年にＲＩではＤＬの必要
が言われたが日本にこれを持ってきても無理だろうとの事
で採り上げられなかった。最近、会員が減ってきた中で会員
にＲＣの事を語ってもらった方が良いのではないかとの事
で始まった。田中ＲＩ会長は昨年６／３０、エバンストンの事
務所に住所を移動。現在、田中氏はアフリカに行っている。
世界３４ゾーンのうち３つが日本（北海道～埼玉、東京～京
都（沖縄含む）、大阪～九州）。田中氏のモットーは会員研修
と増強。新世代を育てる事に力を入れている。奄美大島には
１２０人の会員。地域性で、ＲＣがステイタスに。一方、鹿児島・
加治木ＲＣは会員が1人。「会費を払えばいいのだろう」とい
う事。米山に“記念”を入れたのは、私共がお金を出している
から。ガバナーは嵐を呼んではいけない、謙虚でなければい
けない。ディスカッションで相手を指差すのは無礼。「ロー
タリーとは何か」を１分で答える場合、２分、３分で答える
場合とそれぞれ書式がある。答えを求めてはいけない。卓上
には「自由にディスカッションに参加して下さい・注意深く
聴きましょう・経験を自由に語り合いましょう・本題から離
れないように注意しましょう・他人の発言に対して寛容に・
自分と違った視点に対して感謝しましょう・発言は簡素に」
等と書かれた物が置かれる。田中氏は相手に対する思いや
りを重要視する方。…講師の中村氏はさまざまな話をされ
ました。そのうち一度、お呼びしたい。�
　８／３フレッシュマン・セミナー準備会（智光山勤労福祉
センター）。５年未満の方に出席をお願いすると思います。

◎地域福祉推進フォーラムについて　大野君

　これからの地域は皆で支えるという事で「は

んのうふくしの森プラン」の係りをやっています。

増島会員もメンバー。９／９私はパネルディス

カッションのファシリテーターを務めます。
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◎５日例会当番は柏木会員、神田（敬）会員です。

�【卓　　話】

講師紹介　　　　　　高橋プログラム委員長

　Ｓ４５年、税理士登録以来４２年間、業務遂行。

Ｈ１７年から６年間、関東信越税理士会会長、日

税連副会長。Ｈ２２年より狭山商工会議所会頭。

現在、税理士法人ＳＫＪ代表社員、狭山ケーブ

ルテレビ代表取締役社長。�

　Ｓ38年、日立本社電気事業部調査部入社、予

算・中長期計画・市場調査を担当。在職中、税理

士試験に合格、Ｓ４６年、脱サラで税理士事務所

創業。Ｓ４９年にコンピュータ会社、Ｈ４年に狭

山ケーブルテレビ（株）設立の外、数社の経営に

携わる。現在、（社）資金調達支援センター、（社）ぜい

たいきょう理事長、狭山商工会議所会頭。

〔人口の超長期推移〕経済は人口動態に左右さ

れる。私は人口の推移を

経済予測の基本に置いて

きた。縄文前期、日本の人

口は２万、中期に２６万人ま

で増加し後期８万人に減

少、弥生時代５９万人まで

増加。この間、約１０００年。

その後、増え続け、関ケ原

の戦いの時は１２２７万人。

明治維新３３３０万人、１９００年４５００万人。その後

急増し、Ｈ１６年、１億２７７９万人のピークまで級

数的に増加。これから約１００年で明治時代の

人口と同程度まで急速な人口減少が予測される。

〔人口ボーナスの時代から人口オーナスの時代へ〕

ｂｏｎｕｓはプラス要因だが、ｂを省くｏｎｕｓ

は一転「重荷、負担」のマイナスイメージ。「人口

ボーナス」は子どもと老人が少なく生産年齢

人口が多い状態。豊富な労働力で高度経済成

長が可能。「人口オーナス」は高齢人口が急増、

少子化で、人口が財政、経済成長の重荷となる

状態。日本は「人口オーナス」の時代に突入した。

〔アジア諸国の人口推移〕中国は２０１７年以降、

韓国、台湾は２０１６年、シンガポールは２０１８年

に労働人口が減少に転じる。タイは１０年後、ベ

トナムも遠からず急減速。今後何年も有利な人

口動態を期待出来るのはフィリピン、マレーシア、

インドネシア、インド。インドは向こう１５年間で

欧州の労働人口に匹敵する人口増加が見込まれる。

〔中小企業経営〕「いつか景気が良くなる」と

待っている経営者が多いのも現実だが、全く

別な経営戦略を考案しなければならない。

〔研修の充実〕大企業と中小企業の違いは研

修に対する考え方。狭山商工会議所では経営者・

経営幹部を対象とした「経営免許証」制度を研

究中。希望者に「経営免許証」を発行、毎年５時間

以上の研修を義務化し受講記録を管理、３年

で更新。無事故で更新した者にゴールド免許を

付与。地域金融機関と連携、ゴールドの経営者、

企業には貸出利率の低減を検討している。

〔資金調達支援〕「金融円滑化法」（Ｈ２１年施行）は

既に２回延長、Ｈ２５年３月末に終了。今年３月ま

でに３，１３３，７４２件の貸出条件変更申請があり、

その９７．４％が実行。しかし、この法律の出口戦略

を誤ると再び不良債権の山となり金融システ

ムに大きなマイナスとなる。貸出条件変更申請

企業は「経営改善計画書」の提出が義務化され

ているが提出率は50％程度。債務者区分が引

き下げられると新規借入が不可能となり貸出

金利の上乗せ等の要求で経営継続も困難になる。

〔経営者への課題〕「正しい計算書類」、強み弱

みを分析した「定性分析報告書」、「経営計画書」

の定期的作成の３点セットが求められる。金

融庁・中小企業庁が共同事務局で、拠るべき会

計基準「中小企業会計要領」を発表した。会社

法の創設で企業経営の自由度が大幅に増加し

た反面、遵守すべき制約もある。

　中小企業経営は、競争力を増加して、これ

からが楽しみな時代であると思う。　�［要約］

※次週の例会案内は省略。

当 番 小　君、小谷野君
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中小企業経営と資金調達


