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会長の時間   ﾊﾟｽﾄ会長 鈴木 真澄 

  

 

 

 

 

 

 

 

内田会長の体調不良とのことで、今回は私が会長

代理を務めることになりました。 

 先日、内田さんのお兄さんに連絡し様子を聞いて

みたのですが9月になってみないとわからないとの

ことでした。 

そうなるとこれからの例会をどうするかという

ことで今日の理事会で今期の事業計画の中で、会長

挨拶を月一回パスト会長が担当することになって

いましたので、まずは体調が回復するまで、事業計

画にある、9 月の須沢さんから、各月ごとで順番に

担当することで、理事会で承認戴き、同時に今日の

臨時総会でも承認を戴きました。 

会長の時間の話しですが、この 9月から私の会社

が 43 期を迎えるのですが、全社員を対象に毎年川

越プリンスで一年間の会社のビジョンを受けて各

部の方針発表したり、勤続、資格取得、その他の表

彰し、社員との懇親を深める機会があるのですが、

その時に私が会長として挨拶をするのに、43年よく

存続したなと思い、会社の存属率の話をしようと思

って、調べたので、今日はその話を少ししたいと思

います。 

「会社生存率」法人組織が設立されてから倒産する

までの期間を国税庁のデータベースにまとめたも

の。 

（8月 22日のネット上での情報） 

5年存続 14,8％（100社あったら何社残るか 14社）      

（1000社としたら 140社） （10000社なら 1480

社） 

10年存続は 6、3％（100社としたら 6社） 

（1000社なら 63社）   （10000社なら 630社） 

20年 0,4％（100社に 1社も存続しない） 

（1000社 約 4社）    （10000社なら 40社） 

30年 0.021％（100、1000、は 0社 10000社で 2社）  

■出席報告 

月 日 8/23 

会員数 27 

出席者 24 

出席率 90％ 

前回修正 88％ 

 

山﨑 武邦 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

9/6 ガバナー補佐訪問 

      野本 俊光様 

9/13 振替休会 9/12（月） 

ガバナー公式訪問 

9/20 例会取止め 

 9 月会員誕生 

堀江 大 荻野 陽一 

本橋源太郎 



新しい会社組織が設立されても 30 年後には、ほ

ぼ 1社も残っていないというデーターがある。中小

企業は設立から 10年で倒産する確率 90％超！   

倒産理由 

1、大半の企業は資金ショート（100％中 90％以上） 

2、外部環境の変化が激しいので流行に乗れなかっ

た。 

私はいつも危機感を感じながら企業経営をして

いるので、うちの会社は今期 43 年ですが、50年存

続するのか心配で、こんな話をしてしまいました。    

あまり前向きな話でなくてすみません。 

 

幹事報告         髙橋 和男 

理事会報告 

◆9 月 6 日（火）野本ガバナー補佐訪問 

◆9 月 12 日（月）ガバナー公式訪問 

◆企業見学・・3 月＆4 月にお花見会と一緒に施行 

◆ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会・・・9 月・10 月は手配済み 

◆10 月の親睦ｺﾞﾙﾌは予定通り行う 

◆11 月の親睦旅行は会長が回復されてから行う（年

明けになるかも） 

◆11月の親睦旅行が延期になりましたので11月29

日の振替休日は、戻って例会があります。 

 

幹事報告 

✿ハイライトよねやま 197 号 

✿〔RIJO－FAQ〕2016-17 年度 公式名簿の配布

について・・・2016-17 年度より現物（CD/冊子）

での無償提供が無くなります。 

✿学友会ニュース  2016 年 8 月号 

✿2015~2016（高柳育行ガバナー年度） 日豪青年

相互訪問団報告書をいただきました。 

✿例会変更・・・・新所沢 RC、所沢東 RC、 

所沢中央 RC 

✿週報・・・・・入間 RC、飯能 RC、新所沢 RC、

所沢 RC、所沢東 RC、 

 

 

 

 

 

 

親睦委員会        石井 秀夫 

 11 月末予定の親睦旅行は、会長が体調不良で入

院されましたので、回復されてから行う事になりま

した。 

 

ニコニコボックス      吉田 栄治  

髙橋 和男 内田会長 体調不良の為  長期不在に

なりますが 今まで以上のご協力お願

い致します。 

石井 實  長男の１０回目の命日に、ＪＣの同期

の中 毅志さん、本橋 源太郎さん、柴

山先生など多数の方々に、墓参をして

いただき 親として感謝感激です。 

ＪＣの友情と縁（えにし）を感じます、

ありがとうございます。 

室伏 秀樹 千寿院ご住職 鈴木 伴忠先生卓話よ

ろしくお願いします。お盆の次は彼岸 

稼ぎ時ですねｴ―！ 

石井 秀夫 千寿院 院主 鈴木 伴忠様本日は有難

うございます。卓話よろしくお願い致

します。 

本橋源太郎 鈴木 伴忠様 本日は宜しくお願い致

します。 

鈴木 真澄 前回欠席しました。 

堀江 大  前回欠席。鈴木 伴忠さん本日よろし

くお願いします。 

鈴木 伴忠 前回欠席。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《 臨 時 総 会 》 

           幹事 髙橋 和男 

 

皆さん突然ですが例会前に臨時総会を開

かせていただきますのでご了解いただきま

す。 

本来ならば臨時総会招集は会長が行うべ

きではありますが本件の事情及び急を要す

ため通常の手続きは省かせていただきます

ことをご了承願います。 

発議議案は「会長代行の承認」であります。

病状等の詳細はこのあとの例会時幹事報告

の際に報告させていただきますが皆さんも

既にご存じの通り内田会長が体調を崩し入

院されましたが思った以上に病状が重篤で

あり復帰まで相当な時間を要することが判

明いたしましたので復帰までの間会長代行

を選任する必要があると理事会で判断し先

ほどの理事会において以下の案の採決を行

い決定致しましたので本臨時総会において

審議願います。 

 

1. 内田会長復帰まで１カ月交代で歴代パ

スト会長が当所沢西ロータリー事業時

の代行を務める。順番は年度計画の会長

挨拶内にある「パスト会長の時間」に準

じる。 

2. 対外的事業（所沢５クラブ会長・幹事会

及び地区大会等）は堀江会長エレクトが

代行する。 

 

以上を上程させていただきますがご質

問・異議あるかたはいらっしゃいますか？ 

 

いらっしゃらないようですので拍手をも

ってご承認をお願いいたします。 

 

全員の拍手をいただきましたので満場異

議なく承認可決されましたので臨時総会を

閉会させていただきます。ありがとうござい

ました。 

卓話 《仏教の教えの生き方》 

      千寿院 院主 鈴木 伴忠様 

四諦（したい） → お釈迦様が説かれた 

苦（く）・集（しゅう）・滅（めつ）・道（どう） 

 

1. 苦（諦）→ 人生は苦である 

2. 集（諦）→ 原因を見つける 

3. 滅（諦）→ 苦を滅する 

4. 道（諦）→ その方法 

  ↓ 

実践としての八つの正しい道（行い） 

  ↓ 

八正道（はっしょうどう） 

八つある実践の道 八正道 

 涅槃に至る八つの道をいう 

正見（しょうけん） 正しく物事を見る 

正思（しょうし）  正見に基づいて正しく

物事を考えること 

正語（しょうご）  正見に基づいて正しい

言葉を語ること 

正業（しょうぎょう）正見に基づいて正しい

行いをすること 

正命（しょうみょう）正見に基づいて正しい

生活を営むこと 

正精進（しょうしょうじん） 

正見に基づいて正し

い努力を行うこと 

正念（しょうねん）  釈尊の教えを正しく記

憶して忘れないこと 

正定（しょうじょう） 

正しい瞑想を行うこと 

             

今週の担当  石井 秀夫 


