
■ 例会日 第３水曜日 6:30～8:30PM ■会場  日本キリスト教団 浅草教会                      

  ２０１８年  ２月 №４４６ 

Henry Grindheim(ノルウエー) 国際会長主題： 

                              「Let Us Walk in the Light-Together」[ともに、光の中を歩もう] 

 Tung Ming Hsiao（台湾） アジア太平洋地域会長主題： 

                         「Respect Y'ｓ  Movement」 [ワイズ運動を尊重しよう] 

栗本治郎(熱海)東日本区理事主題：「Extension Membership & Conservation」[広げようワイズの仲間]   

           長尾昌男（千葉クラブ） 関東東部部長主題：「義務を果たしてこそ、クラブと関東東部の活性化を図ろう」  

   村杉克己 東京北クラブ会長主題：「YMCA（Y）・興望館（地域）・清泉YMCA（若者）・＋なにかを！」 

会長；村杉克己 副会長；磯部成文; 書記；村杉克己 書記；金 秀男 会計；磯部成文  担当主事；小松康広 

今月の聖句  詩編 ２９章１１節 

『どうか主が民に力をお与えになるように。主が民を祝福して平和をお与えになるように。』  金 秀男会員 選 

                                                                                                                                                                                                                        

第 563回 例会プログラム ≪TOF≫ 

日  時：  2018年 2月 21日(土) 18:30～20:30 

会  場： 日本キリスト教団浅草教会 台東区西浅草3-4-5 

 受  付： 磯部 幸子 

「ぐんまYMCAの今」 

ぐんまYMCA総主事  村上祐介氏 

ハッピーバースデイ 

23日 山根明都   24日 磯部幸子 

 

『２月 第二例会報告』 

日時：2017年 2月 7日（水）18:30～20:00 

場所：浅草文化センター 4階小会議室（浅草雷門前） 

１．第一例会プログラム  

①第 563回 2018年 2月 21日（水）（TOF） 

 卓話「ぐんま YMCAの今」 村上祐介ぐんま YMCA総主事 

②第 564回  2018年 3月 21日（水）11:30～ 

 これからのクラブの在り方について検討する、その後 

 東京グリーンワイズメンズクラブ４５周年記念例会に参加 

  時間： 12:30 受付開始 13:00～17:00（３部構成） 

  会場：「オーラム / AURUM」 

      台東区東上野 1-26-2 03-5812-1123 

  会費：5,000円 

③第 565回 2018年 4月 18日（水）18:30～20:30 

  卓話 「未定」  片山 啓氏  茨城ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 

④今後の北クラブについて 

・新たな入会者が見込めず、現会員が減少していく中でクラ 

ブの継続性について、本日出席の 5人で話し合いました。 

・まずは村杉会長の代理で磯部副会長が、東京北クラブの現

況を親クラブである東京グリーンクラブ、関東東部部長に報

告し相談することにします。 

第二例会出席者   磯部･幸子、神谷、一榮、小松 

「在京ワイズ合同新年会」   磯部幸子会員 

日時：2018年 1月 13日（土）12：30～15：30 

場所：東雲ＹＭＣＡこども園 2階ノアホール 

在京ワ

イズメ

ンズク

ラブの

155 名

という

たくさ

んのメ

ンバー

が東雲ＹＭＣＡこども園に集まりました。東京ベイサイドク

ラブのホストによって第一部は礼拝、「しもべの心」と題して

堺福音教会 東京チャペル 北 秀樹牧師の奨励がありまし

た。東日本大震災復興支援のために献金をいたしました。  

 第二部懇親会の始まる前は、「ちょ～満喫 日本一周酒め

ぐり」と銘打って各教室に用意された全国各地の色々の銘柄

のお酒を飲みながらみなさんで和やかに話が弾みました。 

第二部のオープニングは、東京ベイサイドクラブ有志の方

による和太鼓演奏。菅谷 淳総主事、湯浅 慶学院学院長、栗

本治郎東日本区理事の祝詞、宮内友弥次期東日本区理事の乾

杯の発声の後本格的なカレーの会食・懇談となりました。シ

ョータイムではサックス演奏で盛り上がり、若いクラブなら

ではの企画に元気のある楽しいひとときを過ごさせていただ

きました。新年にふさわしい良いスタートの日を過ごせたこ

とに感謝です。 

出席者：磯部・幸子 、神谷、 金 、小松、 一榮。 

1月在籍者   1月出席者  1月出席率 ＢＦ等ポイント ニコニコボックス 

会    員       9名 

 

広義会員       0名 

合    計      9名 

 

 会    員   6名 

 メネット    0名 

 コメット    0名 

ビジター    0名 

 ゲスト    0名 

 合    計   6名 

           70％ 

   メイクアップ 

名  

   月修正出席率 

            ％ 

1月分 

 切  手     0ｇ 

  現  金   0円 

本年度累計 

 切   手    124ｇ 

 現   金 39,000円 

        

  1月分 

            0円  

    本年度累計 

       58,010円 



■ 例会日 第３水曜日 6:30～8:30PM ■会場  日本キリスト教団 浅草教会                       

随筆   「ファミリービジネス」     篠澤忠彦会員 

（用語の定義） 

 海外では、「創業者一族の影響下にある企業」をファミリー 

ビジネス、ファミリー企業と呼ぶのが一般的。一方国内では、 

メディアなどで多用される同族会社は、「株式等の三名以下

及びこれらの関係者が有する株式などの合計額が、発行済株

式総数の 50%以上に相当する会社」と法人税法で定義されて

います。したがって同族会社とファミリービジネスとは同一

ではありません。なぜならば、株式等の三名以下のすべてが

創業者一族以外の場合もあるからです。そこで、ここでは同

族経営、同族企業ではなく、ファミリービジネスまたはファ

ミリー企業と呼ぶことにします。 

 国全体の経済に占める重要性 

 米国では、ファミリー企業が全企業数の 89%を占め、国内 

総生産（GDP）や、雇用に対する寄与率も 60%を超えています。

こうした状況は英国、ドイツ、フランスなど先進諸国を含め

て世界的にみられます。日本では、ファミリービジネスが全

企業数の 96.9%、常用雇用者数の 77.4%を占めています。 

ファミリービジネス経営の「三円モデル」 

１．ファミリー、事業、所有の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．表にすると七種類のプレーヤーが混在している。 

★印 一族関係者  ●印 非一族関係者 

出典：「Generation to Generation」(Gersik et al  1997年) 

 我が国ではファミリービジネスは規模が小さく、経営が容 

易とみられがちですが、実体は、規模の大小ではなく、一般 

企業には存在しない、創業者一族の関与という要因こそファ 

ミリービジネスの経営を左右するカギであり、その重要性を 

忘れるわけにはいきません。 

 企業における事業と所有、この二つの要因に第三の要因で 

ある創業者一族が絡み合い、三つ要因の調整が難しいのです。 

一般企業に存在しない三つ要因の調整こそ、ファミリービジ 

ネスの経営が難しい本当の原因です。 

 だからこそ、その業績を良くするのも悪くするのも創業者 

一族次第となります。 

 

「親睦 新春浅草歌舞伎」鑑賞報告   辰馬行男さん 

1月 20日（土）1部 11時開演、浅草公会堂で今年も花形歌 

舞伎を楽しみました。浅草歌舞伎は芝居町らしく、たくさん 

の幟が立ち並び以前の浅草興業街を思わせる華やかな風景で

す。歌舞伎座や新橋演舞場では味わえない賑わいが、有りま

す。今年の演目は三大義太夫狂言、延宝四年作の義経千本桜

の鳥居前で義経に種之助、静御前に梅丸、弁慶に歌昇、藤太

に巳之助と若手役者らしく花が有り、はつらつさが見どころ

でした。次は昭和 15年真山青果作の元禄忠臣蔵、小浜御殿綱

豊卿でした。綱豊卿に松也と富森助右衛門の巳之助が見どこ

ろでした。また中臈お喜世役の米吉が若女形で美しく若い女

性に人気が高く歌舞伎ファンが増えるような気がしました。

四年目を迎え

た今の若手役

者がそれぞれ

成長している

事を感じうれ

しく思いなが

ら歌舞伎を楽

しむ一日にな

りました。歌

舞伎鑑賞のあ

といつもの神

谷バーで楽し

く会食をして

お開きになりました。 

参加者：磯部・幸子、神谷、辰馬、一榮。 

† † † † 清泉 YMCA便り † † † ２年 髙山由梨佳 さん 

 清泉女子大学では、毎年 4月に、ガーデンパーティーという

新入生を歓迎するイベントが行われます。私達清泉 YMCAは、

そのガーデンパーティーでホットチョコレートのお店を出店

することが決まり、1月から準備を始めました。そして清泉

YMCAについて知って頂くために、日頃の活動内容をまとめた

展示も行います。  今年のガーデンパーティーは 4月 22日

(日) 10時〜16時です。一般の方も自由にお立ち寄り頂ける

イベントになっております。本大学は、竣工 100周年を迎

えた旧島津公爵邸(大学本館)や、春には奥庭の桜やツツジ

の花など、見所が満載ですので、是非、足を運んでみては

いかがでしょうか。 

＊＊＊＊ 興望館便り ＊＊＊＊ 萱村竜馬さん＊＊＊＊ 

文花こども食堂さんりんしゃ 

昨年９月から活動をスタートしたさんりんしゃ。いま地域

のなかでその活動を模索しています。どんな働きが期待され、

どこまでのことができるのか。継続する目的は何か。こども

が遊び、学び、育つ土台は食べること。食べることを通じ伝

えることができる文化。食卓を囲むたのしさ。ボランティア

や年輩者も集うコミュニティ。他の食堂との情報共有や連携。

先日の会合で次々とキーワードが浮かんできました。          

YyYyYyYyYyYyYyYyYyＹＹＹＭＭＭＣＣＣＡＡＡニニニュュューーーススス   YyYyYyYyYyYyYyYyYyY 

東京ＹＭＣＡ本部事務局は新宿区西早稲田に移転し、1月
22日から新事務所での業務を開始した。また、東京ＹＭＣ
Ａ東陽町ウエルネスセンター（1988年開設）は 12月 29日
をもって営業を終了し、4月からはフィットネスクラブ「ゴ
ールドジム」からの委託事業として、水泳クラス（子ども）
とテニススクール（子ども～成人）を引き続き運営する。
今後の主な行事予定 

・小貫悟氏講演会「発達障がいの理解と支援」 

2月 12日（山手コミュニティーセンター） 
  ・libyチャリティーコンサート              

3月 3日（日本基督教団阿佐ヶ谷教会） 

          （小松康広 担当主事） 

区 分 事業 所有 典型的事例 

① 株式を所有する一族事業関係者 ○ ○ オーナー経営者★ 

② 株式は所有しない一族事業関係者 ○ × 次世代経営者★ 

③ 事業に関与しない一族の株主 × ○ 引退した先代★ 

④ 株式・事業とも関与しない一族関係者 × × 配偶者★ 

⑤ 株式を持たない非一族役員・従業員 ○ × 役員・従業員● 

⑥ 株式を持つ非一族の役員・従業員 ○ ○ 従業員持株会員● 

⑦ 事業に関与しない非一族の株主 × ○ 取引先株主● 
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http://www.goldsgym.jp/news/394
http://www.goldsgym.jp/news/394

