
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□会員数：２８名（免除者：３名）

□出席者：２４名 □欠席者： ３名

□メイク： １名 □出席率：８９．２９％

□事業所創立…板本

□特別スマイル

・娘の桜子が、現在全国で放送されている『ポカリ

スエット』のコマーシャルに出演しています。ま

た、ご覧下さい。 （堀越賢二）

幹事 尾野 剛章

・因島ＲＣ自動車同好会初心者

走行会ご案内

日時 ５月１９日（日）

場所 タカタサーキット

・４月２１日（日）賀茂川清掃

が実施されます。

会長 板場 英行

会員の皆さんこんにちは。爽や

かな春の陽光が降り注ぎ、最高

気温が２０度を超える日が続く

ようになりました。会員の皆様

には変わらずご清祥のことと思

います。

今週の月曜日から始まった市内

高等学校への挨拶運動、豊田高校と竹原高校が行わ

れました。朝早い時間からの活動でしたが参画され

た会員に深謝します。今年度の挨拶運動は、次週２

４日の忠海高校が最終日となります。引き続き宜し

くお願いします。また、２１日は賀茂川清掃です。

参加会員、自己の体力に合わせた活動をお願いしま

す。

１５日の夕刻に発生したフランスパリ、世界遺産ノー

トルダム大聖堂火災の報道ニュースには世界中が驚

愕しました。フランス人の「心のよりどころ」とい

われるノートルダム大聖堂、シンボルである尖塔崩

落の映像は、ショッキングでした。幸い聖堂にあっ

た宗教芸術などの貴重な文化財は迅速な対応で焼失

を免れたといわれていますが、火災による歴史的建

造物の損傷は「対岸の火事」では済まされない。わ

が国おいても、1949年「法隆寺」、５０年「金閣寺」、

最近では2009年に「雄山壮」が焼失。３年前の熊本

地震では、熊本城の石垣損壊。国宝、重要文化財な

どに指定された建造物の保護、管理は現代に生きる

者として、最大の責務でもあります。火災報知機の

設置は96％で火災の覚知態勢は一定基準にあります

が、放水銃の使用などは建物の破壊を助長する意味

で所有者の判断とされているようです。集中豪雨、

地震、台風などの自然災害が歴史的建造物損壊の原

因となることもありますが、放火、失火などの人為
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会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子
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的災害は回避したいところです。早速、1000億円を

超える浄財が集まっている様子。高級ブランドグルー

プ「モエ・ヘネシ―・ルイ・ヴィトン」のベルナー

ル・アルノー会長は、大聖堂の再建に２億ユーロ

（約252億円）を寄付、またグッチやイヴ・サンロー

ランなどを傘下に置くグループ「ケリング」の会長

兼最高経営責任者フランソワ・アンリ・ピノー氏は、

１億ユーロ（約126億円）を寄付すると表明した。

破格の金額に驚かれますが、彼らにとっては、自分

が出来得る最大の奉仕の理念実践かと認識します。

以上、世界遺産ノートルダム大聖堂火災の報道ニュー

スに関する内容を主題とし、本日の会長の時間とし

ます。

□青少年奉仕委員会 委員長 西岡一道

４月１５日（月）８時～８時４

５分迄、豊田高校で挨拶運動を

行いました。会員の出席者は本

庄、荒谷、木村、井上、尾野、

西岡会員、計６名でした。月一

回実施されている挨拶運動を本

日に変更して頂き、佐伯校長、

平原教頭はじめ先生方、生徒会役員の皆さん、長谷

川事務局はじめ事務職員の皆さんが参加されました。

ご配慮に感謝しております。

竹原高校では、４月１７日（水）８時～８時３５分

迄挨拶運動を行いました。会員の出席者は木村、夜

船、堀越、尾野、板場、板本、西岡会員、計７名で

す。西村校長先生、新しく赴任された的場教頭先生

には準備の段階から終了まで校門内外での生徒さん

の誘導までフォローして頂きました。御協力に感謝

です。次は２４日（水）７時４０分より忠海高校で

挨拶運動を実施しますので御出席宜しくお願い致し

ます。

豊田高校の生徒数は８７名、竹原高校は２３５名、

忠海高校は２０８名だそうです。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

４月３０日（火）大広苑に於いて

１・２・３班家庭集会を開催しま

すので御出席下さいますよう宜し

くお願い致します。

会員 吉岡 亨

本日は、クラブ広報委員会担当

例会ということで広報活動委員

会の方でお時間を頂戴してお話

しさして頂きます。

まず始めに、当初掲げた活動目

標は、

①ロータリークラブの公共イメージアップは、クラ

ブの活動報告と共に、会員個々の日頃の行動、言動

がロータリークラブのイメージアップとなる。

②クラブのホームページの活用と更新、クラブの活

動などを挿入する。

③世間の方々にロータリーを良いイメージで知って

頂くために、公共イメージに役立つＳＮＳや効果的

なマスメディアなどの利用の研究。

④ロータリーの友の購読を奨励する。

⑤週報を楽しく見て頂くよう、会員卓話、外部卓話

を詳しく載せる。そのために出来るだけ原稿を出し

てもらう。また、会員のページ欄を作り、会員から

の投稿をお願いする。川柳、俳句、身近にあったエ

ピソード等をお願いします。

週報にて掲載の『会員の広場』では、金澤節生会員

には毎週ご寄稿頂いており感謝申し上げます。

本日は次の６つのテーマについてお話をさせて頂き

ます。

１．新卒が集まらない

２．働き方改革

３．モラトリアム法１０年（中小企業金融円滑化法）

４．日本の上位利益企業

５．ゆうちょ銀行限度額引き上げ

６．地銀の６割１０年後赤字

１．新卒が集まらない

金融業界において人材枯渇の危機的状況があります。

かつて地域では、自治体と並んで安定した職場の代
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名詞だった地方銀行が人材難に揺れています。

最も敬遠したい業界に地銀が急浮上しており、アン

ケート調査において文系で３位（前回調査１０位）、

理系で５位（前回９位）。厳しい経営環境、ノルマ。

魅力の低下。

２．働き方改革

この2019年４月より働き方改革法が施行。主に残業

時間規制。５日間の有休取得義務化。高度プロフェッ

ショナル制度の導入。2020年４月、非正規の待遇改

善。能力や経験、成果の違いに応じて手当てを支給。

業績への貢献に差があれば違いに応じてボーナスを

支給。2023年４月、中小の残業割増賃金を軽減する

特例を廃止（中小企業が支払う残業代が増える）。

３．モラトリアム法１０年（中小企業金融円滑化法）

2009年１２月に施行されてから１０年目に突入。当

時、広島出身の亀井静香金融担当大臣時代に施行さ

れた法案で経営が厳しい状況にある企業、個人事業

主の借入金元金の返済を猶予するという法案で返済

額軽減により資金繰り支援するというものです。

しかしながら、信用力の低い企業からはリスクとし

て高い金利を取るという融資を中心としたプライシ

ング（価格付け）が壊れた。業績改善で借入金利を

下げる企業の動機が希薄になった。経済悪化に対す

る延命措置となったなど様々な意見があります。

４．日本の上位利益企業

2019年３月期の見込みで日本企業の営業利益トップ

は、トヨタ。２位NTT、３位KDDI、４位NTTドコモ、

５位ソニー、６位ホンダ、７位日立。８位ソフトバ

ンク、９位JR東海、１０位JT。業種が偏っている。

５．ゆうちょ銀行限度額引き上げ

地域金融機関が、ゆうちょ銀行による4月からの預

入限度額引き上げの影響を懸念している。1つの金

融機関お一人様1,000万円とその利息が預金保険機

構により保証されるペイオフにより1,000万円だっ

た預入限度額が1,300万になり、この４月から2,600

万円に引き上げられました。ゆうちょ銀への預金シ

フトが起きれば、地域金融機関の経営基盤が揺らぐ

恐れもあります。

６．地銀の６割１０年後赤字

資金需要減に伴う貸出金残高の鈍化と利ざや縮小。

金融機関同士の低金利競争が収益を圧迫。それを補

うために積極的にしていた不動産融資も過熱状態に

警鐘という悪循環に陥っている金融機関が多い。今

と昔では、金融機関であっても安定した収益を確保

するのは難しい時代になっています。近い将来合併

や経営統合など金融再編の時代がそう遠くない状況

になっています。当組合においては、そのような状

況、いかなる景気状況でもリーダーシップの取れる

金融機関として地域に貢献できるよう頑張っていき

ますので何かお力になれる事、相談があれば遠慮な

く言って頂きたいと思います。

□日 時 平成３１年４月１８日(木)

□議 題

①挨拶運動の件 承認

（豊田高校４/１５実施済・竹原高校４/１７実施済）

忠海高校４/２４実施

ボールペン配布@108円180本オクトンで購入する

□日 時 平成３１年４月１８日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 ７名

□議 題

①2019－2020年度委員会構成の件 承認

②次年度ガバナー公式訪問について 承認

広島空港ＲＣと合同で実施する

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

『爽やかに あいさつ運動 笑顔から』

『復幸へ 緑の風の 竹祭り』

『老いた身と 五七五は 雲に乗る』

金澤 節生


