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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 世界理解月間 ～～ 

第 2549 回例会 平成 25 年 2 月 22 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     松田 泰長 会員 

◇ お客様紹介 

成田市サッカー協会 理事長 早乙女 清和 様 

◇ ニコニコボックス 

安川 篤志 会員： 2 月は欠席が続きまして申し訳ありませんでした。結婚記念日に際し

ましては、ゆめ牧場様の素晴らしいお肉を頂きありがとうございました。結婚記念日にい

ただいたので、その日のうちに食べてしまおうとしましたところ、子供に見つかりほとん

ど食べられてしまいました。素晴らしいお肉をありがとうございました。 

諸岡 靖彦 会員： まずは 成田市サッカー協会早乙理事長様のご来訪を歓迎い

たしまして、３月１７日のサッカー大会への、会員の皆さんのご参加をお願いいたし

ます。本年は、例年の中台運動公園の陸上競技場が使えず、栄町の利根川河川敷のサ

ッカー場となります。分かりにくいところですので、道順案内を後日ご連絡いたしま

す。次は、各テーブルに新聞記事の拡大コピーでご案内の、富里高校を含む市内６校

の高等学校生徒さんによる書道展のお話です。震災復興をテーマとした勇気づけのメッセージが毛筆で

雄渾に、また繊細に表現された作品が展示されています。２４日（日）まで、なごみギャラリーにて開

催されています。最後は、既にお知らせしてありますが BS 日テレ『檀れい 名匠の里紀行～ 成田山 

絶品！鰻  羊羹  名物の味に秘められた歴史と慈しみの心～』が２月２５日（月）夜１０時から              

放送され、私の店が紹介されます。 

 

◇ 仮委嘱状授与 

2013-14 年度国際ロータリー第 2790 地区 

地区諮問委員会委員 

平山 金吾 会員 

2013-14 年度国際ロータリー第 2790 地区 

 地区新世代奉仕委員会委員長 

 地区危機管理委員会委員 

    石橋 菊太郎 会員 

◇ 感謝状授与 

米山功労者第 7 回マルチプル 

    日暮 俊久 会員 
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◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

先週 2 月 14 日（木）国際ロータリー第 2790 地区第 9 分区宮川欽一ガバナー補佐主催に

よるインターシティー・ミーティング（Ｉ・Ｍ）が、ラディソンホテル成田で開催されま

した。この（Ｉ・Ｍ）で今年度の公式行事は殆ど終了となりましたが、3 月に入り、当成

田ロータリークラブがホストの第 9 分区親睦ゴルフ、サッカー大会、震災避難者との懇談

会、ホームミーティング等々、クラブとしての行事はまだまだ続きますので会員の皆様の

ご協力をお願い致します。 

また、（Ｉ・Ｍ）の講演で、ロータリーの友の編集長である二神典子様が「ロータリーを楽

しみましょう」と題して、ロータリーの現状について、編集長の立場と、東京築地ロータリ

ークラブの会員としての立場から講演し、（Ｉ・Ｍ）のレジュメにも記載されておりますが、

もう一度、反省の意味と当日参加できなかった会員の方々に紹介の意味で取り上げさせて

いただきました。会員増強と退会防止の関係の問題について、新会員にロータリーの本当

のよさを伝える事無く「あれをやってください」「この活動に出てください」といえば新会

員はすぐに退会してしまうことになるでしょう。しかし、きちんとロータリーについて語

った上で先輩が共に活動すれば、やめたいと思う会員はほとんどいなくなるだろうと思っ

ています。新会員の中には「お付き合いだから仕方がない」という消極的な理由も含めて、

忙しい時間をやりくりしてクラブの活動に参加している人も少なくないはずです。そして、

いろいろな活動に参加しているうちに、自ら積極的に参加するようになる人達も沢山いる

と思います。「忙しいから」という理由で何もしない人をそのままにしておけば、そういっ

た方々が、すなわち真の意味でロータリーに必要な人達が不満を持って退会することにな

らないか、そんな懸念を抱いています。今年度、国際ロータリー会長の田中作次氏は、「ロ

ータリーアンなら誰しも、自分にとって特別な意味のある経験があると思います。これを

『ロータリーモメント（心に残るロータリー体験）』と呼ぶ人もいます。このような経験を

分かち合うことは非常に大切なことだと思います」とおっしゃっていますが、参加しなけ

れば、何年たっても「ロータリーモメント」を持つことは出来ません。クラブの例会に出

席して帰る、これだけではクラブに親しい友人を作ることは出来ないでしょう。忙しい時

間を割いて、例会に出席をする意味を見出すことは出来ないでしょう。例会で何かの役割

を果たすことで、知り合いが増え、やがて友人に代わります。このことでその人の「ロー

タリーモメント」ができます。積極的に参加すればその分だけ感動が増える、と云う事も

心にとめていただきたいと思います。「最も多く奉仕するもの最も多く報いられる」です。

ロータリーを楽しみましょう。と、話されておりました。私は敢えて、二神典子様の講演

を取り上げさせていただきました。会員増強と退会防止のヒントがこの講演の中に秘めら

れているように感じたからであります。我々、成田ロータリークラブにおいても、新会員

を迎える一方で、退会防止について充分に協議して行く必要

があります。今年度のホームミーティングでのテーマーは、

「ロータリーに思う事」となっていますが、当クラブの今後

の有り方について忌憚のない意見を交わし、会員基盤の維持、

拡大。に向けて協議を重ねる事により、確固たる成田ロータ

リークラブの確立が、醸成されて行くものと思われます。 
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◇ 賛助金贈呈 

≪早乙女様より一言≫ 

只今ご紹介を頂きました成田市サッカー協会の早乙女でございます。本来なら、当協会

の会長であります伊藤がお伺いしてお礼を述べなければならないところですが、本日は所

要で参加することができず申し訳ありません。皆様には宜しくお伝えくださいとのことで

す。ロータリークラブの皆様には平素より当協会の事業に際しまして多大なるご支援とご

協力をいただきまして、ここで改めまして深く御礼申し上げます。今回、後援をいただく

「成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会」も会を重ね、今年で第 6 回目となっており

ます。当協会の事業といたしましては、カテゴリー別に少年、中学生、社会人、女子、四

十雀等々年代別の大会は色々多く年間を通じて開催させていただいておりますが、今回の

大会は、ご案内の通り少年の部、四十雀の大会ということで大人と子供が同じ時間に同一

の地区でサッカーの試合を行うということは当協会の事業の中でもとても希な事です。そ

ういう意味からしましても、当協会の年間事業の中の中核の一つを占める事業となってお

ります。その数少ない大人と子供が同じピッチで試合を行う 3 月 17 日、一つのボールを

真剣に追いかけてゴールに向かっていく姿を少しでも結構ですから応援していただければ

熱が入るのではないかと思います。そんな子供達と大人がやるプレーの中で、チームワー

クとフレンドリーシップとリスペクトの心を持って楽しいサ

ッカーの 1 日が過ごせればと思っております。それと無事に

大会が終了するよう我々関係者といたしましても、精一杯努

力して大会運営を行いたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。最後になりますが、本大会が 10 回、20 回と回を

重ねて開催できますよう、変わらぬご支援を頂きまして、成

田ロータリークラブ様のますますのご繁栄をご祈念いたしま

して私の御礼の言葉とさせていただきます。本日はありがと

うございました。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 工藤 照淳 ロータリー財団リーダー 

積立寄付者 ロータリー財団（ポリオ） 松田 泰長 会員 

米山記念奨学委員会 橘 昌孝 会員 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１、2790 地区社会奉仕委員長、中山正明様より献血のお願いが成田

クラブ会員の皆様に来ております。献血に協力していただける方は、

諸岡社会奉仕委員長まで声をかけて下さい 

２、ホームミーティングのご案内が届いたと思います。議題は「成田

ロータリーに思うこと、そして職業奉仕」とあります。気楽にご自由

に発言をお願いいたします。〇印の方は開催場所、そしてリーダー、◎印の方は記録、又

例会において発表をお願いいたします。（記録はデーターで事務局にお願いいたします）。

会費については各班にクラブより 5 万円を負担させていただきます。 

３、2790 地区得居ガバナーより再度ポルトガル リスボンで開催されます 

  2012～2013 年度 国際大会参加のお願いが来ております 

４、1989 年から慣れ親しんできた「The Object of Rotary」(ロータリーの綱領) の日本語

訳が（ロータリーの目的）と改訂されます。内容も現代的な表現に変わるそうですが、内

容については先週の週報に記載済みです。 



 4 

５、3 月 7 日（木）9 分区ゴルフ参加の方、成田ロータリークラブジャンパーを着用して

プレーをお願いいたします。会長のたっての希望です。 

６、3 月 8 日（金）クラブ研修セミナー、そして新入会員歓迎会。Ｕシティーホテル 

出欠の返事がまだの方は、至急連絡をお願いいたします。 

 

◇ 卓話 

司法書士の仕事について 

        ―自分の会社を見てみようー 
 

本宮 昌則 会員（司法書士・土地家屋調査士） 

 9 月に入会し、一度だけご挨拶させていただきましたが、

ほとんど発言する機会がありませんでしたので、本日は少

し緊張しております。今回は、皆様にも関係がある商業登

記についてお話をさせていただこうと思います。 

 

本日いらしている皆様の多くが、平成 18 年以前に会社

を作られているのではないかと思います。そうしますと、

昔の商法、又は有限会社法の時代に会社を設立したという

方々がほとんどでしょう。もともとの商法というのは、大きな会社をイメージして作られ

た法律です。それに対して私たちが日ごろ接している会社の多くは、有限会社を基本とし

たような形で、譲渡制限があり、株式を公開しないということを前提に作られています。

ところが商法は株式を公開している会社を前提としていたので、法律的にあまり合わなく

なってきていました。更に、大会社もグローバル化している中で、法律が合わなくなって

きて、平成になってからは 2 年おきぐらいに改正されるという状況が続いていました。 

 

それが平成 18 年 5 月に『会社法』という新しい法律に変わり、商法と有限会社法が廃

止されたという流れがあります。それでは、どんな風に改正されたのでしょう？多分、皆

さんも当時は研修会や勉強会に参加されたことがあるのではないかと思いますが、一番簡

単に言ってしまいますと、もともとの有限会社がベースとなっている「閉鎖された会社が

会社法の中心」となりました。つまり大会社を想定していた法律が、「中小会社が基本的

な会社である」という法律に改正されました。つまり、大会社はちょっと別ですねという

ような法律に改正されました。更に、いろんな面が緩和されましたので、今までに比べ会

社に関する法律の使い勝手が良くなっているはずです。 

 

例えば、平成 18 年以前に会社を作った時には、最低でも取締役が 3 人いなければいけ

ない、監査役がいなければいけないという法律でした。ということは、どんな小さな会社

を作るにしても 4 人集めなければならない。そうしますと、自分の他に、奥さんとお父さ

んを取締役にし、お母さんは監査役。会社を作る時は、最初からそんなに大きいわけでは

ないですから、そんな風に家族で作ったり、または友達に監査役を頼んだり、結構無理を

して作ったりしていたところがあるのではないかと思います。 

 

それが、会社法になり、もともとの有限会社が基本的な法律であるというように変わっ

たものですから、極端な話、自分一人で自分一人の会社が簡単に作れるわけです。たとえ

ば、私が資料にあるような会社を作ろうと思ったとします。以前は資本金の縛りなどもあ

りましたが、会社法になってからは資本金の縛りも全くありません。昔は、資本金が 1 千
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万円であれば、1 千万円を設立の為に確かに預かりました、というような保管証明書を銀

行から発行してもらい、会社を設立していました。今は、資本金が 50 万円であれば、50

万円を私個人の通帳に振込んで、振込主に自分の名前が記載されたもののコピーを提出す

れば設立ができてしまう、というように会社は簡単に作ることができるようになりました。 

今、50 万円と申しましたが、実際には法務局に支払う登録免許税、公証人に支払う費用

など最低でも 24 万円、これに司法書士への報酬などを併せて合計 30 万～35 万円位の費用

がかかります。ですから、資本金 100 円とか 1 万円で会社を作りますと、作ると同時に債

務超過になり赤字会社となってしまいます。私が会社設立のご依頼をいただいた時には、

資本金として最低でも 40 万～50 万円は見込んで作った方がいいのではないかとアドバイ

スしています。 

 

また、会社設立の目的ですが、平成 18 年までは、例えば新しい事業を始めるとなると前

例がないので、いちいち法務局に尋ね、それでもわからなければ本局に尋ねてやっとＯＫ

が出ていました。多分、経営者がやりたいことをストレートに書いてしまうと、目的とし

て認められなかったのではないかと思います。 

それが平成 18 年の法改正でほとんどなんでもＯＫになりました。ですから、自分たちが

こんな目的の会社をやりたいと思ったら、よほど公序良俗に反するようなものでない限り、

どんな目的でも認められるようになりました。そういう意味では、会社設立時に実はこん

な目的がやりたかったというものがあれば、今はなんでもＯＫですので、ピンポイントで

経営者の理念を入れた目的に変更することができます。 

一方、依頼通りの目的で手続きをしたら、ちょっと直してくれと言われた事があります。

それは、中古車販売会社の「自動車保険各種代理業務」という目的でした。保険会社と仕

事をするにあたり、目的が「損害保険代理業」でなければならないとのことでした。法務

局としては、なんでも大丈夫なのですが、許認可を取得したり、仕事上の必要がある場合

には、目的を注意深く決めなければいけないところはあります。 

 

 会社に戻られましたら、ご自分の会社の履歴事項全部証明書や商法時代に作られた定款、

当時の謄本などもご確認されたらいいのではないかと思います。 

 本日は自分の会社を見てみようということでお話をさせていただきました。ご清聴、あ

りがとうございました。 
 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎、平山 秀樹 各会員 2月 16日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ第 3 回合同会議 

石橋 菊太郎、松田 泰長 各会員 2月 17日 ＲＬＩ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ３６ ２５ ５９．０２％ - 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 



 6 

 

「仙台空港をバナーで埋め尽くし被災者を見守る」趣意書 
もし、日本国中の全てロータリークラブからバナーを贈呈して頂くことが出来たなら、
2,300 旗、想像しただけでも身が震えます。 
仙台空港だからこそ成し得るイベントです、１階のセンタープラザに何本もの吹き流しを
飾る。皆様のお力を賜れば、夢舞台を出現させ、被災者を見守り勇気と希望を与え、空港
に集う人々もロータリーの団結と支援を鼓舞し、安寧で平和を願う心に触れて頂くことが
出来るのではないでしょうか、ご協力お願いいたします。 
 
「仙台空港のモニュメントを建立する」趣意書 
 
「カリヨン」１５鐘 鐘に１５の名前を付けそれぞれの思いを持って打ち鳴らす。 
 
１、建立の目的 千年に一度と言われる東日本大震災 2011 年 3 月 11 日（金）14 時 46 分
に遭遇し被災され、尊い命をなくされた方々の無念の思いや、救助にあたられ「人道」的
責任や社会的責任を全うされながら無念のうちに命を奪われた方々に、竜宮城で安らかな
れと「鎮魂」の鐘を打ち、未だ肉親の下に帰る事のできない、行方の知れない 2,800 もの
彷徨える魂に、来る日も来る日もわが子を思い母を思い待ち続けている肉親が、早く帰れ
と鐘の音を頼りに辿り着けて「道標」の鐘をたたき続ける。 
世界中のロータリアンから送られた温かい「支援」と企業や市民の皆様から届けられた物
心両面の篤き思いを、「復旧」と「復興」へ「奉仕」させて頂きました。 
自衛隊、警察、消防、その他多くの職種の皆様が寝食を忘れ「毅然」と立ち向かわれまし
た、またボランティアの炎のごとき奉仕の「実践」を目のあたりにして、「感謝」と御礼
の証として又、被災された人たちにまだまだ幾多の支援や心に寄り添う熱き想いをロータ
リアンの皆様にお願いすると共に、ご支援を頂いた全ての皆様のご恩に対し仙台空港の地
にモニュメントを建立しプレートに名前を刻し、その「偉業」を後世に伝える事により、
再び襲い来る災害に対して、決して忘れてはならぬ「不忘」の近いとして語り継ぎ千年に
一度の同じ時代に共に生き経験したことを、後世に「教訓」として語り継ぐ記念碑として、
演奏のできるカリヨン１５鐘を決意しました。 
カリヨンの奏でるメロディーで「国歌君が代」を斉唱し、共に集い「奉仕の理想」が歌え
る日を夢見ながら、被災者と共に居て復興が成り「安寧」で「平和」な世が訪れる日まで
鐘を鳴らし続けたいと願っています。お力をお貸しください。 
 
２、なぜ仙台空港か 仙台空港は、名取市と岩沼市に跨り太平洋から２ｋｍ程の所にあり、
周辺に大きな建物もなかったことから、多くの避難者を受け入れました。 
当日の避難者は 1,695 人で（旅行者は外国人 9 人、県内外 963 人、地域住民 598 人空港関
係者 395 人）の多くの命を救ってくれた施設です。 
仙台空港ビル（株）様でも、すでに「あの日・あの時の私たちは・・・・」空港が被災か
ら蘇るまでの冊子を発行されており、先日お訪ねしたときにも趣旨を温かくご理解いただ
きまして、ターミナルビルのセンタープラザをお示し頂いています。 
東北の空の玄関と言われ多くの方々が訪れやすく、モニュメントに最適です。 
 
 

ロータリアン 支援申込書 

ＲＩ 第 2790地区 第 9分区 

 （  ～  年度） 

成田ロータリークラブ 役職 氏名 

私は趣旨に賛同し 支援金  口  一金         円也 を送金いたします。 

※一口 10,000円以上でお願いいたします。 

 振込口座  七十七銀行 仙台空港出張所 普通預金 815-5026661 

       第 2520地区 第 8分区 阿武隈ゾーン ガバナー補佐 田中 勲 

       会計 谷津 睦夫  監査 渡邊 政美 

※別途申込書がございますので、事務局 黒須までお問い合わせください。 


