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２０１２年９月１９日　第２０７２回例会　VOL. ４４　No. １１

■司　　会　ＳＡＡ 　内田　　敏

■開会点鐘　会 　長   山崎　良三

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　新川　　尚

■出席報告

　
■　本日の欠席者
吉原、斎藤、佐藤

■他クラブ出席者
増田 (東京銀座 RC)

■恵送を受けた週報
新横浜 RC

■会長報告
　久しぶりの雨ですが、群馬県や茨城県の水

源に恵みの雨になれば幸いに思います。さて

前回の例会で質問が有りました吉原さんの浄

財についての使い道に関する件で再検討致し

ました。早速今年度の収入財源として予算の

編成をし直しました。

　具体的には理事会に諮ってから皆さんに周

知頂く様に取り計らいますので、本日の例会

にて説明すると約束致しましたが、次回に延

期させて頂きたいと思います。

　来週は、いよいよ体験例会になりますがよ

ろしくお願い致します。また来月は旭区民祭

りが迫ってきてますので社会奉仕委員会の

方々には忙しい中ですがよろしくお願いしま

す。

　震災復興部会の千葉さん 25 日の岩沼ロータ

リークラブへのメーキャップよろしくお願い

します。

　もう一つ忙しいスケジュールの中で恐縮で

すが 10 月に情報集会を予定しています。今回

は A、B、C、D の 4 グループに分けて開催した

いと思っています。グループリーダーの方は

よろしくお願いします。(４ページ参照 )

○地区関係

地区ロータリーＲ財団より、新奨学生制度決

定、次年度奨学生募集開始のお知らせが来て

ます。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　10 月 12 日㈮夜間移動例会

　　　午後６時～ 8時 40 分

　　　地区大会チャリティーディナーショー

場所　新横浜国際ホテル南館２F

日時　11 月９日㈮、10 日㈯地区大会

　　　点鐘　午後１時

場所　パシフィコ横浜会議センター

日時　11 月 23 日㈮祭日休会

○新横浜ロータリークラブ

本日の出席率    89.66％

本日の出席数    26 名会 　 員 　 数  　34 名

修正出席率   　100％

「奉仕を通じて平和を」
2012-13年度 RI会長／田 中 作 次　　RI.D2590ガバナー／露 木 雄 二　　横浜旭RC会長／山 崎 良 三
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日時　９月 21 日㈮→ 20 日㈭移動例会

　　　ゴルフコンペ＆夜間例会

場所　横浜カントリークラブ

日時　９月 28 日㈮

　　　RAC 合同職場訪問

場所　ライフ・ラインランドジャパン見学

日時　10 月 12 日㈮夜間例会

　　　地区チャリティーディナーショーへ移行

日時　10 月 19 日㈮→ 20 日㈯～ 21 日㈰

　　　移動例会

場所　東北・平泉

○神奈川東ロータリークラブ

日時　10 月 26 日㈮通常例会

日時　11 月 30 日㈮

　　　優良職場訪問及び夜間例会

■地区大会各種表彰者の紹介
○長寿会員

　綿貫　守一会員

　吉野　寧訓会員

　安藤　達雄会員

　矢田　昭一会員

　黒瀬　一敏会員

　吉原　則光会員

　大谷　蓉子会員

　岡田　清七会員

　高梨　昌芳会員

○べネファクター

　安藤　達雄会員

　関口　友宏会員

○ 30 年以上出席率 100％

　黒瀬　一敏会員

　関口　友宏会員

　二宮　　登会員

■親睦委員会　　　　　　　　　兵藤　哲夫

１）来週 9/26 例会日、午後６時 30 分より田

中家 ( 電話 045-311-2621) に於いて、新会員

歓迎会です。会費は当日 10,000 円徴収致しま

す。当日キャンセルのないようにお願い致し

ます。

２）ニコニコボックス 2カ月分の領収書が入っ

ています。使える方は経費として使って下さ

い。

３）ブドウお買い上げ有難うございました。

美味しいブドウを良い時期にお送り致します。

４）川崎競馬のレースへのご案内

　日時　10 月 19 日㈮夜

　先着 15 名様、特別室での観覧です。

　■社会奉仕委員長会議報告　　福村　　正

日時　９月 14 日

場所　メモワールプラザソシア 21

　露木ガバナーが出席され、又地区人道的補

助金委員長より地区補助金の制度についての

説明がありました。

　後半グループ討議の席上、第５グループ担

当の田中正平ガバナー補佐より、社会奉仕に

おける地区文化活動の支援に対し、補助金交

付の対象となり得るとのコメントがありまし

た。補助金交付の対象を拡大する意向のよう

です。

　チャリティーコンサートについて申請して

みようと考えています。

■雑誌委員会　　　　　　　　　漆原恵利子

　皆様は毎月「ロータリーの友」を手にされ

た時、先ず、横組み、縦組みどちらから読み

始めますか？

　９月号は新世代のための月間ということで、

特集が組まれていますので、今回は横組みか

ら読み始めることにいたしました。

　いつも私は「ロータリーの友」は素晴らし

いと思うところがあります。表紙の写真を含

めた掲載写真です。表紙については、真ん中

に説明文があります。今回私が一番好きだっ

た写真は横組み５ページです。ちょっと固い

表情の子どもと、ほとんど後ろ向きですが、

満面の笑みを浮かべていると思われる大人と

が、微かに手を握っている写真です。大人の

膝にしがみつく犬も映っています。この犬こ

そが写真の隠れたメインキャラクターと言え

るのではないでしょうか。とても可愛い写真

となっていると思います。どういう状況なの

か説明がないのが残念です。

　さてこのページから始まる新世代の特集に

ついて、新世代奉仕委員長として触れておき

たいと思います。
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　日本の各クラブが取り組んでいる十数例に

及ぶ新世代奉仕事業が紹介されています。ネ

パールやカンボジアなど所謂貧しい国の子ど

もたちのために学校を作ったとか、絵本や文

房具などを寄贈したといった内容が冒頭を

飾っていますが、私が考える奉仕や助け合い

の原則は、まず身近な所から、家族や隣人へ

の助け合い、支え合いが第一という考え方を

信念としています。

　そんな中 10 ページの「中学生のインター

シップ」に関する記事に目がとまりました。

我がクラブでも同じことを実行していました

が、郡山北 RC では、文部科学大臣賞を受賞し

たとのことです。賞をもらうために事業をや

る訳ではないけれど、せっかくやるなら何か

の評価につながると、やってきたことの証に

なると思いますので、素晴らしいと思いまし

た。

　また、次のページでは都城 RC の奨学金制

度が紹介されています。地域密着で地元の高

校を対象とした奨学金制度とのことですから、

私の信念にあってはいるのですが、返済義務

のない奨学金制度というのは、如何なものか

なと思ってしまいます。月額 8,000 円を 11 の

高校を対象に各校から２名ずつ、22 名に２

年間支給すると、年間 4,224,000 円になりま

す。それを 33 年間継続しているというのです

から、すごいという以外に言葉はありません。

でもそんなことがいつまで続けられるのだろ

うという気がしてしまいます。

　続けて 17 ページにあたるところと、18、19

ページにまたがる写真について面白いとおも

いました。これらをみて何かピンとくること

はありますか？

　15 ページは「真珠の耳飾りの少女」で有名

なフェルメールの名画、「牛乳を注ぐ女」とい

う絵をもじって、牛乳ならぬ「ワインを注ぐ女」

になっていると思います。次のページはいか

がでしょう？これはルノワールの「舟遊びの

昼食」だと思います。

　記事の内容は、シアトルのクラブの会員増

強物語で、英語からの翻訳文は非常に読みに

くくあまり面白いとは言い難い文章でしたが、

日本の紙面にまで掲載された理由の一つは、

この写真にあったと言えるのではないでしょ

うか。どうやって撮影したのか、楽しそうで

機会があったらやってみたいと思いました。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／小嶋さん、本日の卓話よろしく

お願いします。

青木　邦弘／小嶋さん、本日の卓話宜しくお

願い致します。

小嶋　宏樹／久しぶりの自身による卓話です。

少しでもご参考になればと思います。宜しく

お願いいたします。

千葉　和裕／小嶋さん、宜しくです。

安藤　公一／小嶋さんの卓話、よろしくお願

いします。

五十嵐　正／大谷さん、目のさめるような素

敵なダンスの写真、すばらしい！

福村　　正／来る 9/29 夕刻より、太陽の國に

て、毎年恒例の慰霊祭を行います。今年はオ

ペラ界のマドンナ出口正子さんの特別出演が

あります。ご興味のおありの方はぜひ来園い

ただきますよう、ご案内申し上げます。レク

イエムを中心とした音楽葬です。

安藤　達雄／小嶋さんの卓話ごくろうさまで

す。楽しみにしております。

新川　　尚／小嶋さん、本日は勉強させてい

ただきます。

後藤　英則／小嶋会員、本日の卓話楽し味に

してます。

市川　慎二／小嶋さんの卓話、楽しみにして

います。

田川　富男／小嶋さん、金融マンの裏ワザも

教えて下さい。卓話よろしくお願いします。

兵藤　哲夫／「敬老の日」おめでとうと、孫

から手紙がきました。

内田　　敏／小嶋さん、本日の卓話よろしく。

楽しみにしています。

■職業卓話　　　　　　　　　　小嶋　宏樹

「金融マンがみる財務諸表のポイント」

　文章にしてまとめると膨大な量になってし

まいますので、週報には項目のみ載せておき
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ます。興味がおありになる方は、個別にいつ

でも聞いて下さい。

　また、全部を網羅している訳ではありませ

んし、あくまでも個人的見解ですので、ご注

意をお願いします。

１）比較分析

・自社の過去の実績と比べる

・同業他社と比べる

２）キャッシュフロー分析～現金の流れ

・営業キャッシュフロー

　営業利益 +減価償却等 +運転資金増減

　+税金等調整 +営業外収支

・投融資によるキャッシュフロー

・フリーキャッシュフロー

　営業キャッシュフロー +

　投融資によるキャッシュフロー

・財務キャッシュフロー

・現預金増減≒フリーキャッシュフロー +

　　　　　　　財務キャッシュフロー

３）賃借対照分析

・現預金の額

・売掛金、在庫の内容、資産性があるか

・固定資産の内容　適正かどうか

・投資勘定　資産性はあるか、本業に関係の

　ないものが過大でないか

・仮払い、貸付金等の内容

・買掛金の内容

・仮受金、預かり金の内容

・借入金の内容

・自己資本　

　金額の大小、総資産における割合

　(自己資本比率 )

４）損益計算書分析

・売上、利益の推移

・比率分析　多数あり

５）事業イメージと、財務数値が合致してい

　るか

　決算書は大事ですが、企業をみる一つの手

段に過ぎません。事業実態を正しく把握する

ことが、審査のポイントとなると思います。

ただし、これは非常に難しいです。

■次週の卓話　　
　　　米山月間
　　　　斎藤会員
　　　　　　　　　   週報担当　田川　富男


