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山口　哲司

R財団から卓話に来ました。宜しくお願いします。
今月21日に愛知カンツリーで開催されるゴルフ部会にて小生のホールイン
ワン記念を共催させて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。
11月9日は誕生日です。68才になります。
昨日の朔日市は天気にめぐまれました。
先日、長谷川先生ありがとうございました。シミが取れました。本日、ラグビー
W-Cupの会場、対戦カード、発表です。どうなるかな??
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ニコボックス 田中宏ニコボックス委員長

大嶽達郎幹事

会員65名　出席48名  （出席計算人数41名）

10月26日は補填により94.6％出席率　85.7％

出席報告

田中宏出席委員

会長挨拶 稲葉徹会長

　皆さん、こんにちは。皆さんは、「黄金株」という言
葉をお聞きになったことがありますでしょうか。聞い
た事がある、もうすでに持っているという方は確認
の意味で聞いてくださればよいと思います。
　黄金株とは、日本大百科全書によりますと、株主
総会や取締役会で重要議案を否決する権利を与え
られた株式、「拒否権付株式」ともいうとされていま
す。1980年代にイギリスのサッチャー政権が国営
企業の民営化を進めた際、空港、通信などの国防上重要な事業が外国企業
に買収されることを防ぐため、政府保有株に拒否権を付与したのが始まりと
されています。99％以上の株主が賛成した議案でも、1株で決定を覆すこと
ができるため黄金株と呼ばれ、通常、黄金株は1株しか発行されません。日
本でも2006年に会社法により種類株式制度が導入されました。その際、9
種類の種類株式を発行できるようになりました。会社法108条で定められ
ており、以下のものがあります。
　①剰余金の配当規定、②残余財産の分配規定、③議決権制限規定、④譲
渡制限規定、⑤取得請求権規定、⑥取得条項規定、⑦全部取得条項規定、
⑧拒否権規定、⑨役員選任権規定、の9つです。
　黄金株は配当や議決件が普通株式とは異なるため、その発行は会社の
定款に明記しなければなりません。日本では上場会社では国際石油開発帝
石が外資による買収を避けるため政府（経済産業大臣）が保有しているの
が有名ですが、この外にもマザーズ上場会社1社があるのみです。
　それでは、この黄金株はどのような場合に役立つのでしょうか。一般的
に、2つの機能があるといわれています。1つは、拒否権をつけた黄金株をあ
らかじめ保有しておけば、後継者が下手な行動に出ようとしたときに拒否が
できるというものです。もう1つは、買収されてしまいそうな株主総会におい
て、決議事項に対して拒否権を行使できる機能です。
　このように、黄金株は経営の根幹に関わる事項に関して、株主のみに特権
を与えるものであることから、いいことづくめのように思われます。しかし、実
務上のトラブルやリスクも、又裏の顔ももっていますので注意が必要です。
ちなみに、アメリカの主要株式取引所では上場後の黄金株発行を禁止して
いますし、ヨーロッパでも各国取引所が黄金株制度の廃止を求めています。
　このようなことから黄金株導入を検討される時は、よくメリット、デメリッ
トについて専門家の意見を聞かれることが大事であると思います。

　ご紹介にあずかりました伊藤です。IMというと、今年もやるのか、地区大
会も参加すればいいか、ぐらいのレベルで今までは考えていました。宮崎薫
さんが名古屋東南RCからガバナー補佐をやるという話を聞き、私も応援し
たいと思い、今までにない、皆さんに何かを得てもらえる意味のあるIMにし
たいと思っています。ただ参加して話を聞いて帰ってくるだけでは時間の無
駄ではないかと思います。最近レーシックというものがありますが、目がよく
見えるようになりますね。そこで皆は終わってしまうわけです。レーシックを
した後に、よく見えるようになったら、人の心もよく見えるようになるわけで
すから、脳みその中もレーシックされなければいけない。脳みそがレーシッ
クされるともっと見えるようになって、頭の判断が良くなり心のレーシックも
できるようになる。おそらく人間どんな方でも心に何かを抱えていると思い
ます。RCの問題で難しい問題もあると思いますが、友愛と気品を忘れず、や
はりロータリアンとして気品を高める意味で今度のIMを素晴らしいIMにし
たいと思っています。また、二部の方は友愛を念頭に、全員参加していただ
けるそうで楽しみにご参加をお
待ちしています。私も地区の方
で社会奉仕、会員増強の際には
皆様にお世話になり、ここ2、3
年はゆっくりさせていただきま
したが、久しぶりにまた忙しく
なってきました。宮崎薫さんを応
援する為にも、皆様のご協力を
よろしくお願い致します。

　本年度二回目のガバナー補佐訪問です。よろしくお願い致します。皆様にも
ご案内したように、2月21日にIMを開催することになりました。

昔のIMのレポートで、名古屋瑞穂RCが1990年に開催されたミーティングの
報告書があり、それを見ていたら非常に懐かしくなりました。実はそれまでIM
は、IGF（インターシティジェネラルフォーラム）と呼んでいたのですが、最初に
IMとして開催したのが名古屋瑞穂RCでした。当時はIMの会長さんが髙村さ
んでした。
　IMの実行委員長が春日さん、そして当時分区代理と言っていましたが、
嶺木さんという方が開催していました。その時髙村さんのお言葉で、今回か
らIGFからIMに何が変わったかというと、大きく変わったことは、盛田ガバ
ナーが「楽しく親睦をしなきゃダメだ」と提唱した事がきっかけで、懇親会と
して開催される事になりました。どんな懇親会だったかというと、石井好子
さんのシャンソン等が開催されたと記述があり、私も参加させていただきま
した。続いて広報部長の伊藤さんがお話されます。ぜひお聞き下さい。

西名古屋分区ガバナー補佐　宮崎薫さん

IM実行委員会　伊藤秀雄さん

IM開催PR



11月9日（木）
ボジョレーヌーボ例会　

振替により例会変更　■今週

例会のご案内

　名古屋瑞穂RCは、年次寄付昨年度1人あたり204.76ドルでした。ガバ
ナーの方針では180ドルでしたが、はるかにたくさんの寄付を頂きありがと
うございます。昨年はロータリー財団ができて100年になり、皆様にもご協力
頂きました。では今年からの101年を迎えて何をしていこうという事で、4つ
の事を目標としています。
　まずポリオの話ですが、最新の情報によると、ポリオの人数が増えました。
9月は10人でしたが、一人ずつ増えて12人になりました。残っている所がイ
スラムの国ばかりで、どうしてもロータリーはキリスト教のイメージが強く、イ
スラム教徒からすると、異教徒が自分の国へ乗り込んできて、子どもたちにワ
クチン接種する行為がどうも許せないらしく、私見ですが、おそらく最後に活
躍できるのは黄色人種の日本人ではないかと思っています。日本人が行けば
撃ち殺されることはないと思いますので、そのうち日本人のロータリアンが活
躍する時が来ると思います。
　皆様ご承知のビルゲイツの財団の話ですが、ビルゲイツ財団がどれくらい
大きいか調べたところ、世界一です。6兆円の基金を持っており、日本人がよ
く知っているロックフェラー財団など色々ありますが、10～20倍の大きさで
す。ビルゲイツさんがどうしてポリオに関心があるかというと、ご存知の方も
みえるかと思いますが、奥様メリンダさんの母親が軽いポリオであるらしく、
その事もありビルゲイツさんも協力的な姿勢だそうです。
　ロータリーカードについて皆様に是非お願いしたいのが、去年からクラブ
カードというのができました。名古屋瑞穂RCさんはホテルを例会会場として
いるので、例会費をカードで払うことで、何％かが寄付されるという話です。R
財団副委員長の桜井さんのホームクラブの名古屋南RCは、例会費等々を
カードで支払っているので、当地区ではダントツに使う金額が大きいです。
何％といっても、何万円、何十万円というお金になるので、名古屋瑞穂RCさ
んも是非使って頂きたいです。一昨年までの統計によると、全国でオリコカー
ドを使った金額のうち、年間で1千万円近い金額がオリコからロータリー財
団に入ってきます。寄付という名目ではなく、ただカードを使うだけです。地区
の方はガバナーも持っていますし、財団委員長も持っていますので、宜しくお
願いします。
　年次報告についてですが、幹事をやっていた2001年の頃には、ロータ
リー財団というのは、日本には米山記念奨学会がある関係で、ロータリー財
団の認識が低かったです。RI会長になられた田中作次さんが今から10年ほ
ど前にこの地区へ来られました。私が分区のガバナー補佐幹事をやっていた
時の勉強会で、田中作次さんが「もう少し待ってくれれば明確にお金の詳細

を開示する。」と言いました。実際今は細かく開示されております。余談です
が、年次寄付金は3年間はアメリカの本部でプロの投資家が運用しており、
その後地区へ戻ってくる時には10％前後のプラスの収支報告なども受けて
います。
　次に、財団ニュースというのが毎月出てきていますので、是非見て頂きたい
です。4年前の東京の会議の時、私の隣に財団ニュース９月号に載っている舟
木いさ子さんが座っていました。その時小沢一彦さんという方が、アーチクラ
ンプソサエティについての話をしていました。その方がお昼ご飯の時にまた登
壇され、「舟木さんという方が私の話を聞いて25万ドルの寄付をしてくれまし
た。」と報告しました。全く家族にも相談せず、すごい事ができる方がいらっ
しゃるのだなと感心しました。舟木さんはその後東京のガバナーをされ、今は
財団の地域コーディネーターをされています。
　2640地区は大阪府の南部と和歌山県、2780地区は神奈川県です。
2630地区は岐阜県と三重県です。2770地区は埼玉県南東です。2650地
区というのが福井県、京都府、奈良県、鳥取県で、ここは昔から寄付は一番で
す。一度聞いた事があるのですが、全員がポール・ハリス･フェローで、入会と
同時に払わされるようです。地区でいうとダントツだと思います。私がR財団
に入ってから2760地区は寄付クラブは０です。日本には全部で15地区あ
り、そのうち9地区ほどが頑張っており、その中でも愛知県は精力的に頑張っ
ています。会員数が一番多いのは名古屋RCです。年次基金も名古屋東山RC
さんが多いです。皆さんも何度もお聞きになっていると思いますが、年次基金
は花に水をやるじょうろの様なものです。恒久基金はダムの様なもので、水を
溜めておくというものです。今財団の方からは主に恒久基金を集めて下さい
とさかんに言われています。RCCの岐阜の方である、竹越健二さんが会議で
発表された昨年のデータですが、この地区でこれだけの人数の方がいらっ
しゃるのに1回も寄付をされていないのには驚いてしまいます。"Every 
Rotarian every year."あなたも毎年100ドル寄付しようということを掲げ
ていましたが、田中作次さんがRI会長になられた年から日本の寄付は150ド
ルになりました。
　次に、3年後に戻ってくる寄付金についてですが、せっかく204ドルも寄付
された名古屋瑞穂RCで、地区補助金を使っていないというお話を聞いたの
で、社会奉仕や青少年奉仕などで是非使って下さい。最近の私の地区の話を
しますと、補助金50、クラブからの持ち出しが50というルールです。名古屋
空港RCという名前があるように、うちのテリトリーは豊山町がほとんどです。
豊山町では、鼓笛隊の女の子達のユニフォームを作ってほしいという要望が
あるので、申請して作って頂き、23日の祭日に豊山町の文化会館で演奏会を
開催します。昨年はサッカーゴールが欲しいという要望に応えてサッカー
ゴールを贈り、グランパスエイトの選手とコーチを連れてきて、サッカー教室
を行うなどして使っています。名古屋瑞穂RCもきちんとしたテリトリーがあ
る所ですので、是非使って下さい。補助金関係の事は、財団の事務局に問い
合わせて下さい。補助金委員会もありますので、懇切丁寧にお教えして是非
使ってもらえるようにします。
　この頃、去年一昨年くらいから地区補助金よりもグローバル補助金を使っ
た事業をしようという話があります。海外姉妹提携クラブがあれば、相互に
話を進めたいと思っているのですが、私のクラブも海外姉妹クラブは4クラブ
もあるのですが、なかなか話が進まない状況です。2760地区からグローバ
ル補助金を使った奨学生・平和フェローに数百万単位の奨学金を出してい
ます。おそらく平和フェローが一番上に値すると思います。
　次がマイロータリーについてですが、私が去年一昨年調べたところ、当時
は4％弱でしたが現在はかなり増えています。こちらのデータも日々更新され
ており、暇があるときに見ていただきたいと思います。
　最後に、ロータリー財団が
101年目を迎えて、世界で良い
ことをする為、寄付ではなくて
貯金という風に思って下さい。
余分な事かもしれませんが、仮
に10万円の寄付をすれば、来
年の確定申告の際に財団から
証明書が発行され、約4万円は
戻ってきます。実質10万円で6
万円が本当の持ち出し寄付と
いう形になるので、是非寄付を
宜しくお願いします。ありがとう
ございました。

イーオリエンタルバンケット
18：00～20：00

：
：

場 所
時 間

■次々週

■次週の行事

11月23日（木）　法定休日により休会

卓話

中林正人地区R財団副委員長
ロータリー財団　次の100年に向けて

幹事報告

11月誕生日おめでとう

・

・
・

・

本日11月2日(木)に13：40から第3回CA・第5回理事会をヒルトン
名古屋４F「梅の間」にて行います。
次週11月9日(木)(地区大会の)振替により例会変更
次々週11月16日(木)に18：00からボジョレーヌーボ例会をイーオリ
エンタルバンケットにて行います。
昨日事務局より、マイロータリーに登録する手順が書かれたメール
を送りましたので、皆様登録をお願いします。

本日、「店長のひとりごと」というお店で4RCゴルフコンペの祝賀会を17時から
行います。

メールBOXに台北延平RC来訪者の名簿を入れました。
お土産を準備される方、直接渡さないでホテルの部屋に置いてほしい方は
渡したい方のNo.のところに〇を付けてお土産と〇を付けた名簿を事務局にて
ご持参ください。

ゴルフ部：田中　宏さん

国際委員会：湯澤勇生委員長

入江　　理さん　　　森　　恒男さん　　　鈴木　雅登さん

今年度も北海道にてスキー同好会を開催します。日程は1月26日～28日です。
また案内を出しますので、宜しくお願いします。

委員会・同好会報告

スキー同好会：山口哲司さん
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