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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●ゲストの紹介

　公益社団法人日本将棋連盟　棋士

　　　王将・銀河　久保利明様

　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話

　　　「将棋と勝負」

　　　　　公益社団法人日本将棋連盟　棋士

　　　　　　　王将・銀河　久保利明　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/24　ＮＧＯ「誰でもヒーロー」小池様

10/31　児林秀一会員

11/7　「ロータリー財団月間に因んで」

　　　ロータリー財団委員会　飯田寛光委員長

11/14　ホライゾン㈱　川口加奈様

11/21　上中康司様

11/28　山田隆章様

「日本の蚊帳が世界を救った」

　本日は、大阪などの大都会ではほとんど見かけるこ

とがなくなった「蚊帳」について、美しい話をさせてい

ただきます。

　今から13年前、スイスで開かれたダボス会議の席上、

タンザニアのムカパ大統領が「今もこの瞬間にマラリア

で亡くなっていく子どもたちを助けてほしい」と世界に

向かって訴えたのでした。その時代には世界で約84

万人が犠牲になり、そのほとんどがアフリカで発生した

ものでした。

　それを聞いたハリウッド女優のシャロン・ストーンさん

が「個人で1万ドルを拠出するから、オリセットの蚊帳を

購入して配布してほしい。他にも賛同する方はいませ

第2790回　例会　プログラム
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んか」と呼びかけたところ、マイクロソフトのビル・ゲイツ

さんがその場で100万ドルを寄付したそうです。

　オリセットネットとは日本の住友化学が発明した製品

名で、蚊帳を作るポリエチレンの糸に特殊な防虫剤を

練りこみ、それが徐々に表面から染み出して5年以上

も効果が持続するという優れた蚊帳です。

　日本では戦後早くに下水道整備が行われて蚊の発

生が少なくなり、殺虫剤散布などによって、マラリアは

撲滅されています。

　オリセットネットに対してはその後、アメリカ国際開発

庁からクレームが入りました。アメリカ製の蚊帳が半年

間しか殺虫効果が持続しないため、使用者が自分で

殺虫剤の溶液につけて再処理せねばならないにもか

かわらず、文句をつけてきたのでした。

　ここで救世主としてＷＨＯに掛け合い、最後の砦とし

ての技術を無償提供することを条件に、大量の販売と

現地企業の雇用を生み出しました。

　本来のマラリア患者の救済と、「売り手よし、買い手よ

し、世間よし」の「三方よし」の精神で多くの人を幸せに

導いた、美しいお話でした。

▼13日に地区の広報・情報・

公共イメージ研修会が開かれ

会長、会長エレクト、相馬会員

に出席いただきます。

▼次週は例会後に親睦旅行を

実施するため、ノーネクタイで結構です。

▼クラブ広報委員会・津田　伸一　委員

　今月は経済と地域社会の発展月間、および米山月

間です。また今月24日は世界ポリオデーです。

　ＲＩ会長メッセージでは、ポリオデーに合わせて END 

POLIO NOW を後押しするように要請されています。

　また明治150年を記念して、特集が組まれています。

　月間にちなんで、経済とまちおこしの事例などを紹

介する記事も掲載されています。

　当地区関係では、大阪帝塚山ローターアクトクラブ

が21名で結成された他、「クラブを訪ねて」では大阪

堂島RCが紹介されています。

　さらに「ロータリーアットワーク」では、大阪城南RCの

活動が掲載されています。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　会員名簿を更新することになりました。変更届を本日

お配りしておりますので、掲載項目に変更ある方はご

記入の上、ご提出ください。顔写真の変更をご希望の

方は、お申し出ください。

　また、クラブ紹介の動画を現在、制作中です。同好

会などで新しい写真に差し替えをご希望の方は、お

知らせください。

▼親睦活動委員会・長竹　浩　副委員長

　次週例会後、秋の親睦旅行を開催します。速やかに

バスへご乗車ください。服装はノーネクタイで結構で

すが、ジャケットとバッジは着用ください。

「投資ファンドと事業承継」

▼アント・キャピタル・パートナーズ（株）

　　　経理管理室事業承継サポート担当・

　　　　　亀谷　裕一　様

　投資ファンドとはそもそも何

か、とよく言われます。ＴＶド

ラマで「ハゲタカ」というものが

ありましたが、あれは少し前の

姿で、現在は少し違うイメージ

になっています。

　乗っ取り屋でもなく、「企業価値向上のためにともに

働くパートナー」です。一緒に働く仲間、ととらえてい

ただければうれしく思います。

　日本は中小企業の数が圧倒的に多いのですが、近

年は企業数が減少しています。

　中小企業の社長さんは、いつかは引退することにな

りますが、社長の引退には５つの選択肢があります。

相続、売却（Ｍ＆Ａ）、上場（ＩＰＯ）、清算・廃業、そし

て倒産です。その中でも「廃業」が、突出して多くなっ

ています。

ロータリーの友紹介

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



　経営者の皆さんは自分がどうやって社長を卒業する

のか、考えておく必要があります。

　最近では親族内の事業継承が減少しており、社内

の第三者、いわゆる番頭さんへの継承が増加していま

す。社長の在任期間で分けたグラフを見ますと、特に

若い世代の社長ほど第三者に継承している傾向があ

ります。

　資料には企業オーナーの株式譲渡の理由や譲渡

先を、いくつか挙げています。譲渡先ごとにメリット、デ

メリットがそれぞれあります。投資ファンドに譲渡する

場合も当然、メリットとデメリットがあります。

　投資ファンドが譲渡を受けた場合は、社内組織の強

化や新しい販路の開拓、企業価値の向上などのメリッ

トがありますが、一方でデメリットとしては投資家などへ

の期限があるのでだいたい4～5年先にはその企業を

再譲渡することになります。

　投資ファンドが支援できる内容は事業面のほか財務

面、管理、人事、ＩＴでも支援が可能です。また海外へ

の展開を支援することもできます。

　弊社の支援実績を資料に記載しています。これまで

経営支援を行ってきた企業には、本間ゴルフ様や麦

の穂様などがあります。ヴァージンシネマは現在では、

東宝シネマになっています。いずれも投資後に、業績

を回復させました。

　今日のお話や資料をもとに「投資ファンドとは、こん

なことをやっているのか」と、少しでもご理解いただけ

ればありがたく思います。

　また、事業承継のニーズなどがございましたら、遠慮

なくご連絡ください。

▼山本会長　本日の卓話、亀谷様よろしくお願

い致します。中西啓詞様、差し入れをありがとう

ございます。

▼稲田副会長　幡田会員の栗三笠おいしかった

ですか？写真有難う。

▼柏木副会長　亀谷様、本日の卓話楽しみにし

ております。会員研修委員会お疲れ様でした。

写真有難う。

▼澁谷幹事　亀谷様、卓話宜しくお願いします。

写真有難う。

▼松本会員　こんにちは。写真有難う。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。写真

有難う。

▼菅野会員　来週、親睦旅行です。皆様よろしく

お願いします。写真有難う。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。

▼野村会員　今月３１日、ＳＡＡ委員会を行いま

す。親睦メインの委員会ですので、メンバー以外

の参加も大歓迎です。写真有難う。

▼西村会員　ＷＩＮ5（ウインファイブ）当たりまし

た。史上最低配当（￥６，０５０円）でした。泣！例

会欠席お詫び。

▼小谷会員　亀谷さん、卓話よろしくお願いしま

す。写真有難う。

▼富田会員　10/7ガバナー杯の当番の交代、

野村委員長ありがとうございます。

▼福田会員　北野会員、法人化のお祝い誠にあ

りがとうございました。

▼藤田会員　いつもニコニコ有難うございます。

写真有難う。誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼北野会員　10月で結婚43回目の記念日を迎

える事が出来ました。少し良い事がありました。

▼平尾会員　ご夫人誕生日。例会欠席お詫び。

▼大橋会員　置き薬置いて下さい。宜しくお願い

致します。屋根の修理出来る方、お願いします。

▼竹中会員　新世界の３店舗が9、7、5周年を迎

えました。10周年に向けて頑張ります。周年に来

ていただいた皆様ありがとうござました。写真有

難う。

▼高井・居相・中西（啓）・中川（將）・寺坂・山本

（昌）・川田・吉本・濵岡・津田・松井・奧谷・新宮・

長竹・宮川・児林・大槻・大熊・相馬会員　写真

有難う。

▼幡田会員　山本総監督お疲れ様でした。いつ

もたくさんのニコニコありがとうございます。写真

有難う。

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

9/26

10/3

10/10

会員数

62

62

62

出席

45

41

48

うち出席規定
適用免除者

11

12

16

メーク
アップ

1

出席率

84.91％

75.93％

82.76％

確定
出席率

86.79％

第30回 ガバナー杯争奪 軟式野球大会

今後の試合スケジュール

10/21（日）　第４試合（PM2:30～4:00）

　　八尾RC　×　吹田西RC

10/28（日）　第１試合（AM9:00～10:30）

　　八尾RC　×　大阪難波RC

11/11（日）　決勝戦、３位決定戦

　会場はいずれも、サントリー球場

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

ガバナー杯  野球大会

月 火 水 木 金 土 日

理事会

秋の親睦旅行

地区公共イメージ
向上セミナー

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

台北東ＲＣ
公式訪問（～6日）

ロータリー
財団月間

月
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