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■ 会 長 報 告        玉木 潤一郎君 

本日から例会を新し

い様式にしました。 

今後また状況に

応じて適宜変えて

いくつもりです。 

一日も早く元の

円卓で行いたいが、

静岡県に緊急事態宣言が発令されれば例会前日

でも中止するかもしれません。 

出席率にこだわって無理して出席なさることの

ないよう、引き続き連絡さえ頂ければ出席扱い

とします。 

冠講座、昨日の担当は辻󠄀さん。 

実は私もリースがよくわからなくて、プリント

アウトしてこれを機に勉強させて頂きます。 

これ是非また例会でやってもらいたい。 

 

今日は柳原先生の保健卓話、今の我々にとって

興味ある内容です。 

 

さて、私は空き家問題への関わりが深くて、

藤枝市空き家ゼロにサポーターの長を務めています。 

また静岡市で空き家買取専科というブランドの

会社を経営しており、8/2を空き家ゼロの日に

制定しました。 

さらに新たに創設される空き家対策協議会の

委員になり、今後さらに空き家問題に取り組む

ことになります。 

全国の空き家は平成 30年に 846万戸。空き家率は

約 13%で静岡県は少し多くて 16%。 

2033年に国内の 3軒に 1軒は空き家になり、隣 

どちらかは空き家かも。 

では私たち経済人としては何が問題か。 

破綻した夕張市の空き家率 33%、デトロイト市が

29%。 

空き家率 33%は日本が破綻するレベルということ。 

どう対応していくかは複雑ですが、民間を活用

するにあたり藤枝市はかなり積極的です。 

■ 理 事 会 報 告        鈴木 邦昭君 

・ １月プロブラムが承認されました。 

・ 1/13新年賀詞合同例会について、日時・場所・

内容・食事持ち帰り（お弁当）について

承認されました。時間変更や食事の仕方に

関しては、南 RC理事会後に改めて決定いた

します。 

・ 12/16 クリスマス家族夜間例会について、

最終の開催内容が承認されました。 

・ 下期会費について、例年通りの内容で 2021年

１月に案内となります。 

・ 50周年予算について、50周年記念ピンバッチ

制作費を、今年度会計より利用することが

承認されました。 

・ 藤枝順心中高女子サッカー全国出場支援に

ついて、1口5000円の支援が承認されました。 

・ 藤枝明誠高校サッカー全国出場支援について、

1口 5000円の支援が承認されました。 

・ 会報の作成について、制作過程の中で毎週

発行できない場合には、翌週発行となる事を

報告いたします。不都合がある場合には、

改めて検討いたします。 

 

■ 幹 事 報 告          鈴木 邦昭君 

・国際ロータリー日本事務局より 

財団室 NEWS１２月号が届きました。 

・一般社団法人比国育英会バギオ基金より 

第42回バギオ訪問交流の旅について、2019年度

事業報告書、基金へのご寄付のお願いが届き

ました。 
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■ 出 席 報 告          仲田 廣志君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

37／40 92.50％ 37／40 92.50％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

大杉君 鈴木舜君 仲田晃君  

■ ロータリーの友紹介   池ノ谷 敏正君 

『ロータリーの友 12月号紹介』 

 

 

 

 

 

 

 

１２月号の紹介をさせていただきます。 

まず、横組みの７ページ。「世界のクラブの例会は

今」と題され、コロナ過において世界のロータ

リークラブはどのように活動しているのかが

特集されています。 

イギリス、ドイツ、インド、アメリカ、ブラジル

のクラブが紹介されていますが、すべてのクラブ

に共通していることが、オンライン例会を導入

したというところです。 

これらの国々のすべてのクラブが、オンライン

例会を導入しているとは思えませんが、先月号

並びにこの後紹介する国内のクラブの活動と

比べると、大きな違いが感じられます。 

世界はデジタル、日本はアナログ。 

どちらが良い悪いということではなく、日本の

インターネット環境の整備の遅れが、透けて

見えている気がしています。 

 

続く１２ページからは、「どうなる？クラブの今後」

のパート２。 

コロナ過での国内クラブの影響調査アンケート

結果の報告です。 

会員維持の方法、奉仕活動について、クラブが

抱える懸念事等がアンケート結果と共に紹介

されています。 

そして、１５ページには「親睦を深める機会を

増やした」クラブの、その内容が、続く１６

ページには「クラブ細則を変えた」という大胆な

クラブの活動も紹介されています。 

コロナ禍だからこそというところもあるので

しょうが、我がクラブの今後のプログラムや

例会にも参考となる内容が含まれている気が

します。 

現クラブ役員に限らず、会員のみなさんにお読み

いただき、自分の中で消化していただきたい

記事かと思います。是非ご一読ください。 

 

２２ページからは、世界中のロータリー誌に

共通に掲載されているＲＩ指定記事。「躍動する

台北」と題された２０２１年ロータリー国際

大会が開催される台湾の台北が１０ページに

わたって紹介されています。 

国際大会のＰＲ記事ではありますが、観光、

アクティビティー、グルメ等台湾の観光ガイド

ブックのような内容となっています。 

一時、ロータリーの友と共に台北へ旅に出て

みませんか。 

 

３２ページは侃々諤々。「文字を読むなら、紙、

それともデジタル？」と題された、紙派、デジ

タル派の意見ががっぷり四つに組んでいます。 

さて、あなたはどちら派ですか。 

 

続いては、縦組みの４ページをご覧ください。 

「環境中の有害物質の健康に与える影響」と

題された、かくたこども＆アレルギークリニック 

院長角田和彦氏の講演要旨が紹介されています。 

私の子どもにアトピーのひどい子がいて、つい

ついのめり込んで読んでしまいました。 

皆さんには７ページの「さびる、焦げる、老ける」

の章はいかがでしょうか。 

老化を遅らせる方法が紹介されています。 

健康と我慢は裏表一体、そんな感想を私は持ち

ました。 

歳を重ねるにつれて、健康という言葉が目に飛び

込んでくることが自然と多くなった気がします。 

是非お読みください。 

 

最後に同じ縦組み１６ページ、「友愛の広場」の

記事をご紹介します。 

そのトップ記事に「利害関係のない本当の友情」

と題した東京恵比寿ロータリークラブの松島

トモ子会員の記事が掲載されています。 

若い会員の皆様は、だれって感じかもしれません

が、大先輩方の皆さんは、おおって感じではない

でしょうか。 
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記事の内容はともかく、メンバーに芸能人もいる、

というのがいかにも東京のクラブですね、という

ことで紹介させていただきました。 

■ 委 員 会 卓 話               

 

 

保健担当 

  柳原 寿男君 

 

 

 

近頃「医療、健康」で変わったこと 

1.「かぜ」の治療に抗生剤を使わなくなったこと。 

2.異なるワクチンを接種する際の接種間隔の

制限が緩和された。 

3.飲酒しない人の肝疾患が増えています。 

4.勃起不全は心筋梗塞の前兆？ 

5.人間の手よりロボット手術の方が、より超精密

な手術可能。 

6.座ることは新しい喫煙である。 

7.新型コロナの感染対策 

8.免疫力は測定できるか？ 

9.免疫力を強くする方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 冠 講 座                     

＜開講日＞ 

     令和 2年 12月 8 日㈫ 

＜講義内容＞ 

     「リースについて」 

     信用金庫～金融機関の役割・SDGｓに 

ついて～ 

＜担当者＞ 

静岡焼津リース㈱ 

     代表取締役常務 辻󠄀 孝之君 

令和 2 年 12 月８日 13:20 より静岡産業大学 

ウイステリアホールにて第８回目となる冠講座が

開講しました。担当講師は、静岡焼津リース

株式会社 代表取締役常務 辻 孝之氏です。 

学生さんの出席は８名、ロータリアン２名、しず

おか焼津信用金庫様から 2 名が聴講されました。 

 

テーマは『リースについて 信用金庫～金融機関

の役割・SDGｓについて～』です。 

 

まず、リースとレンタルの違いについて 

レンタルはレンタル会社が所有する物件の中から

お客様が選びレンタル料を払って借りるものです。

短期間の使用で、中途解約が可能です。 

一方リースは、ユーザーが希望する物件をリース

会社が購入し、ユーザーが借りる契約です。

四つのテスト 

ソングリーダー…… 太田 暢裕君 

ソング…… それでこそロータリー 
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原則、中途解約ができません。 

リースとレンタルの大きな違いは「期間」と「中途

解約」が可能かどうか？です。 

 

リースは大きく分けると５つの種類に分かれます。 

1. ファイナンスリース ９０％がこれにあたり

ます。リース料の総額が物件価額及び付随

費用です。これを全部支払い（フルペイ

アウト）、リース期間中の契約解除が禁止の

ものです。 

2. オペレーティングリース 一人のユーザー

から全額回収しない前提のリースです。

中古品の売却が容易で、それにより未回収分

を回収する前提のリースです。中古市場が

活発なトラックや建設機械などによく使い

ます。中古品価格が下落するリスクもあり

ますが、中古価格が落ちない物件については

大きな利益が出る場合もあります。 

3. 転リース ユーザーが借りた物件を、さらに

他のユーザーにリース（転貸リース）する

契約です。自販機など、小売店と 1台ごとの

リース契約が煩雑になる場合やフランチャ

イズなどに使います。 

4. 協調リース（シンジケートリース） 高額な

物件で一社の資金供給限度を超える場合な

ど、数社、あるいは数十社のリース会社が

「シンジケート団」を結成して協調リースを

する場合です。弊社でもソフトバンクの

基地局のリースに加わったことがあります。 

5. メンテナンスリース 車などの定期点検や

オイル・タイヤなどの消耗品交換などの

サービスを付随させたリース 

リースのメリット・デメリット 

メリット 

1. 資金の効率的運用ができる 

2. 原価意識の徹底が図れる 

3. リース料は全額経費処理できる 

4. 事務の合理化が図れる 

5. 陳腐化リスクを防止できる 

 

デメリット 

1. 手数料分だけ割高になる 

2. 長期使用するものは購入のほうが得 

3. 金利変動が無い 

4. 売却益は見込めない 

などです。 

 

続いて、しずおか焼津信用金庫 経営企画部係長 

及川知代氏が信用金庫とＳＤＧ’s について

の講義になります。信用金庫には営業エリア

が決められています。しずおか焼津信用金庫

は榛原から吉原までになります。引っ越しなど

でエリア外に出ていく方もいらっしゃいますが、

新規融資の対象はこのエリアに限られます。 

 

金融機関ってどんなところ？でしょうか。 

三大業務というものがあります。 

1. 預金・貯金の機能 

2. 融資 

3. 為替（お金を送る）  機能です。 

 

信用金庫の職員の仕事 

預金係 (窓口係 後方事務) 

営業係 信用金庫では、カブや自転車に乗って

訪問します。女性も活躍しています。 

融資係 お金を借りたい方に対応する業務です。 

 

信用金庫の収益は貸出金利息・運用利息・為替

手数料・販売手数料・有価証券売却益などに

区分できます。 

しずおか焼津信用金庫の規模について 

1 兆５７３０億円の残高があり信用金庫では

大きいほうです。 

貸出金は７１８５億円で、預金の半分が貸し

出されています。残ったお金は投資信託などを

購入して運用しています。去年は１４億５９百万円

の利益が出ています。 

 

金融機関はどのように他の金融機関と差別化を

図っているのでしょうか？ 

キーワードは地域密着金融です。地域のお客様と

長年にわたって築いてきた信頼関係が基礎に

なっています。お客様は、事業をやっている方

(事業主)と個人に分けています。事業主には

ビジネスサポート機能をサービスとして提供

しています。コンサルティング機能の発揮です。
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創業期・成長期・安定期・衰退期を繰り返すのが

ビジネスのサイクルですが、そのそれぞれに

どのようなサポートができるのかを考えています。

また、営業エリア内の経済活性化に向けた取り

組みを行っています。ビジネスマッチングや

助成金・補助金の情報発信も行っています。 

個人のお客様にはライフステージに応じた金融

サービスを提案します。就職・結婚・住宅取得

などのイベントにお手伝いしています。 

 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）

持続可能な開発目標です。 

２０１５年９月に国連で採択されました。環境・

経済・社会などの問題を 2030年までに達成する

ことが目標です。１７の目標、１６９のターゲット、

２３２の指標から構成されています。スローガンは

「誰一人取り残さない」となっています。 

People(人間)・Prosperity（豊かさ）・Planet(地球)・

Peace（平和）・Partnership(パートナーシップ) 

このＳＤＧｓがしずおか焼津信用金庫とどう

かかわってくるのか？ 

⚫ 若手経営者塾 

⚫ ものづくり管理者養成 

⚫ ビジネスマッチング 

⚫ 創業スクール 

などでＳＤＧｓに貢献しています。 

また、SHIZUOKA SDGs ACTION を宣言して地域に

貢献しています。 

 

以上になります。 

最後に辻氏から 

社会に出ると色々失敗するはずです。失敗から

色々学んでください。また、成功もすると思い

ます。成功は自信を与えてくれるはずです。

失敗を恐れず小さな冒険（挑戦）をしてみて

ください。 

ご清聴ありがとうございました。 

（村松繁君） 

《12 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／横山君） 

月 火 水 木 金 

 1 2 3 4 

 10：00～ 

16：00 

09：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

7 8 9 10 11 

閉局 10：00～ 

16：00 

09：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

14 15 16 17 18 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

09：30～ 

16：00 

閉局 

 

閉局 

21 22 23 24 25 

閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 10：00～ 

16：00 

28 29 30 31  

閉局 閉局 閉局 閉局  

事務局 

〒426-0037 

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21 

TEL054-647-2300 FAX054-647-2040 

E-mail: club1972@fujieda-rotary.org 


