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第 1145 回例会報告                             5 月  31 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  6 月    7 日（水） 次週予告  6 月  14 日（水） 

◎ソング 「君が代」「我等の生業」 

                          野木 久子 会員 

◎プログラム 卓 話         

小山 一子 会員 

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

            田辺 朱希美 会員 

◎プログラム 次年度活動計画 

           次年度役員            

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 東芝や日本郵政など、外国企業の買収によって

巨額の赤字を生み出した事例が近頃、目立ちます。 

 日本郵政は 2017 年 3 月期の連結決算を発表し、

2 年前に買収したオーストラリアの物流子会社ト

ールの「のれん代」など約 4000億円の損失を一括

で減損処理しました。これに伴い日本郵政は 2007

年の民営化以降、初の赤字転落となったそうです。 

 日本郵政に限らず、このところ日本企業が海外

M＆A（合併・買収）に失敗して大損失を出す例が

後を絶ちません。例えば、東芝は買収したアメリ

カの原発会社ウェスチングハウス（WH）の経営破

綻によって 2017 年 3 月期決算の赤字が 9500 億円

に膨らみ、債務超過に陥りました。 

 住関連サービスの LIXIL は、ドイツの水栓金具

最大手グローエを買収した際に、同社の子会社と

して一緒に傘下に入った中国企業の破産に伴い最

大 662 億円の損失が生じ、6 年振りの赤字に転じ

ました。 

 過去にも、武田薬品工業がアメリカのバイオ企

業ミレニアム・ファーマシューティカルズとスイ

スの製薬会社ナイコメッド、日本板硝子がイギリ

ス板ガラス世界大手ピルキントン、松下電器産業

（現・パナソニック）が米ユニバーサル映画、三

菱地所がニューヨークのロックフェラーセンター

を買収した結果、軒並み巨額の損失処理を余儀な

くされています。 

 数少ない成功例の一つとされるソニーの米コロ

ンビア映画買収も、当初は赤字減損に苦しんでい

ました。NTTドコモは分社以降、世界中で 2兆 5000

億円以上の買収を行なっていますが、“成功”と言

えるものは未だにありません。 

 

 なぜ日本企業の海外 M＆A はうまくいかないの

か？ その理由は大きく三つあるようです。 

 まず、そもそも M＆Aは最も難しい経営戦略の一

つであり、世界的に見てもうまくいった例は余り

ないということです。アメリカ企業とヨーロッパ

企業はもとより、アメリカ企業同士やヨーロッパ

企業同士でも、しばしば失敗しています。

 

  R.I.会長テーマ 

   “人類に奉仕するロータリー” 

      会長 ジョン F. ジャーム 

●創 立 平成 5年 4月 10日 
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次に、資金的には買えても、買った会社をコン

トロールするのは非常に難しい。その会社のどこ

に問題があるのか、つまり商品なのか、経営陣な

のか、社員なのか、取引先なのかといったことが、

外から見ている時はわからないのです。 

 さらに、シナジー（相乗）効果を生むのはもっ

と難しく、M＆Aをしても 1＋1＝2のままなら、最

初から別々に経営したほうがよいという話になり

ます。二つの会社が一つになることによって、例

えば売り上げを 2.3 に増やしつつ、コストを 1.7

に抑えられれば、利益が 0.6 増えることになり、

シナジー効果はあります。 

 しかし、合併によるシナジー効果があったケー

スはほとんどなく、下手に被買収企業のコストを

削ろうとすれば、反発が起きて都合の悪い数字な

どを隠したりしてしまいます。 

 また、A 社と B 社が合併したからといって A 社

のセールスマンに B 社の商品、B 社のセールスマ

ンに A 社の商品を一緒に売らせて売り上げを増や

そうとしても、現実には至難の業です。営業や販

売というのはそれ程単純なものではありません。 

二つの文化をまとめることは日本の会社同士でも

大変難しい問題のようです。 

 

 本日の本は、「じつは怖い外食」 ワニブックス

PLUS新書 南 清貴著です。 

 良かれと思って選んだ食べ物や日常の何気ない

食生活に、健康を害する危険が潜んでいるとした

らどうしますか。体にいい食べ物・食事を探求し

てきたフードプロデューサーである著者が「じつ

は怖い外食」に迫り、私たちが外食で食べている

物の正体を知ってより賢い選択をするための 25

の話を紹介しています。 

 近年叫ばれ出した脂質・糖質の過剰摂取と運動

不足によるアメリカに追随するかのような日本人

の肥満化には特に気を付けるべきでしょう。この

本から自分の日々の食生活とカロリー消費をもう

一度見直すことができれば十分に価値があります

ね。 

 

 

栗田義博会員の卓話です。 

本日のテーマは近況報告です。 

最近、小説、週刊誌、車の雑誌、医学雑誌、以外

では、2 つの本を読み、感銘を受けました。 

1 つ目は私の好きな（尊敬する？）東京医歯大

の藤田紘一郎という寄生虫学の先生が書かれた

「痩せたければ『腸内デブ菌』を減らしなさい！」

という本です。 

腸内細菌が肥満をはじめ、色々な病態にかかわ

っているのはここ数年、医学会で注目され研究さ

れているところです。 

1人の腸には約 200種類、100兆個の腸内細菌が

いるそうです。 

ここで問題です。1 人の人間を構成する細胞の

数、ご存知ですか？以前は 60兆個と言われていた

そうですが、現在は 37兆個と言われています。 

で、1 人の人の細胞より腸内細菌は 3 倍近くも

多くいるのです。その腸内細菌をうまくコントロ

ールすれば肥満や病気も防げるのではないか？そ

の研究が現在さかんに行われており、藤田先生は

東京医科歯科大を卒業、東大大学院終了後、金沢

医大、長崎大、東京医歯大で教鞭をとっておられ、

腸内細菌、寄生虫学の権威といわれる方です。特

に僕が感銘を受けたのは“昔は寄生虫を飼ってい

たからアレルギーが少なかった”“今は寄生虫を駆

除したのでアレルギー体質が増えた”との意見で

した。 

話を元に戻します。この本で先生は“ヤセ菌”

をふやし“デブ菌”を増やすには以下の 10 の食物

が良いと言っておられます。 

①ヨーグルト・ホエイ  ヨーグルトの上澄み、

ヤセ菌の好物 

②酢キャベツ  キャベツ、消化によい 

③酢タマネギ  タマネギ、血圧を下げ血をサラ

サラ  酢：ヤセ菌の好物

プログラム 
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④冷凍キノコ  水溶性と不溶性の食物繊維がバ

ランスよくとれる 

⑤ハナビラタケ β－グルカンが豊富  ストレ

スに良い 

⑥もち麦  白米は活性酸素を発生  もち麦は

食物繊維が豊富 

⑦味噌汁  善玉菌の代表である  乳酸菌が豊

富 本物の味噌を使う 

⑧チアシード  食物繊維、必須アミノ酸など栄

養豊富 抗酸化作用 

⑨ガーリックオイル  ニンニクをオリーブオイ

ルに漬けておいたもの 

⑩焼き梅干し、梅干しヨーグルト  バニリンは

焼くさらにと増加 クエン酸、カテキン 

ここで藤田先生はピロリ菌にもふれておられ 

ピロリ菌はむやみに退治することに賛成ではない

とのこと。ピロリ菌は弱った粘膜にはガンや潰瘍

を作るが、正常な粘膜にはうまく共生しており、

ピロリ菌を退治すると逆流性食道炎になりやすく

なると言っておられる。私もその一人です。 

で、私はこの方法で健康な身体作りを志したの

ですが・・・ 

日頃の不摂生がたたって ①痛風が悪化 ②風邪

を引いてしまった。と、今のところダイエットど

ころかめっきり体が弱ってしまった様に思え

て・・・ 

でも少しずつ頑張ろうと思っています 

                  

 

○定藤 繁樹 君 

久し振りの出席、久しぶりのニコニコです。娘（初

代サファイア）が 3月阪大で博士を取得。4月か

ら鹿児島の大学へ赴任。9年遅れで社会人として

給料をもらえるようになりました。長い子育て年

月でした。 

 

○芝池 巌 君 

電子書籍を出版しました。アマゾンのキンドルで

見てください。ネットで 100円で購入して下さい。 

私のホームページ「三宝音楽」「三宝鉄道」をリ

ニューアルしました。山本会長のおかげです。 

ありがとうござしました。 

 

○石原 正裕 君 

今日、空港で落とした鍵が無事戻ってきました。

さすが日本です。ニコニコ 

 

○草野 旦 君 

特に書く事なし・・・・。ニコニコ。 

 

○槙野 稔 君 

山本丸もあと少し、頑張ってください。 

 

○大西 利哉 君 

今日で 5 月も終わり、明日から 6 月、また１つ年

をとります。ニコニコ 

 

〇田辺 朱希美 君 

皆様こんばんは！6 月一週目、二週目の例会をお

休みさせて頂きます。アトランタの国際大会に出

席してまいります一杯楽しんで来ます！一杯感動

して来ます！ニコニコ 

 

本日のニコニコ  次号に掲載 
本日までの合計  次号に掲載 

 

 

□ソング 

「我等の生業」  

                          馬場 和代 会員 

□お客様 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 28  90.32 

前々回 

5/17 
33 2 31 23 4 87.10 

 

□幹事報告 

6 月 3 日（日）に今期と次期合同の会長幹事会が

あります。 場所 レストラン アベーラ 

 

第３９回 RYLAセミナー参加報告 

日時:２０１７年５月１８日（木）～２１日（日） 

場所:神戸 YMCA余島野外活動センター 

前田次期青少年奉仕委員長と山本会長が5月20日

ニコニコ箱 

週間報告 
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～21日にかけて参加してきました。 

ロータリー青少年指導者養成プログラム（ROTARY 

YOUTH LEADERSHIP AWARDS の略称が RYLA）は、

14 歳から 30 歳までの若者を対象とする集中研修

プログラムです。多くのクラブや地区では、14～

18歳、19～30歳など、年齢層を絞って実施してい

ます。RYLAは、リーダーシップ、良き市民、人間

としての成長を強調しています。 

RYLAの目標 

●ロータリーが青少年を尊重し、かつ青少年に関

心を抱いていることを明らかにすること。 

●若者に実地訓練を体験させ、責任ある有能なボ

ランティア青少年リーダーとなる方法を身に付け

るよう激励、援助すること。 

●青少年による青少年への絶えざる、力強い指導

を奨励すること。 

●青少年リーダーとして地域社会に尽くしている

多数の青少年を公に表彰すること。 

--安平パストガバナーによる講演-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** ☆☆6 月のお祝い☆☆ ******** 

会員誕生日  

3 日 大西 利哉 会員  7 日 田中 哲三 会員  

9 日 芝池 巌 会員   16 日 堀 弘二 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

1 日 橋本 美保 様  

結婚記念日 

1 日 林田 充弘・桜子様  

************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今週の本 

「じつは怖い外食」ワニブックス PLUS 新書 

南 清貴著  

 

 

 


