
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き
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寄付金の状況
 12月2日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 67,000円 1,140,000円 3,000,000円
米山奨学金 8,000円 1,067,000円 2,492,000円
ロータリー財団 12,000円 1,755,800円 3,233,600円

ありがとうございました。

■ 登録受付 ： 18時00分
■ 開会点鐘 ： 18時30分
■ 閉会点鐘 ： 20時00分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ クリスマス家族会 ( 夜間例会 )

■ 12月16日(木)  
   クリスマス家族会(夜間例会)
■ 12月23日(木)  
   クラブフォーラム
    (友好双子クラブ委員会)
■ 12月30日(木)  
   休　会
■  1月   6日(木)  
    栄誉行事/
    講話：R原点を学ぶ
 (講話者：片岡  正明パスト会長)

12 時 30 分 開会点鐘　
  会長挨拶
  米山奨学金授与 (ヴーティーハーさん )
  年次総会
  委員会報告・幹事報告・その他
  ゲスト卓話
   ( 福井大学医学部附属病院  腎臓病態内科学  教授  岩野  正之氏 )
   演  題「日本における腎移植の現状」
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

2021年  12月 16日(木)

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために
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会長挨拶

　会員の皆様、今年も後 1カ月で終わりです。コロナで苦しんだ年でしたが ZOOM例会、YouTube 配信など、
少し我が福井ロータリークラブも成長進化したのではいでしょうか。
飲食業界、旅行業界を経営しておられる皆様はご苦労なさったことでしょう。
　その中で、我々福井クラブの会員である開花亭さんが吉兆と並んで週刊現代に取り上げれました。会員で

あった御父上を７歳で亡くされ 36 年頑張ってこられたのです。
　ロータリアンでも順風満帆とばかりは行きません。しかし、温かい我々が努力する力を差し上げ励ますことになったのでは
ないでしょうか。我々ロータリアンの仲間として大いに喜ぼうではありませんか。

　さて、今日は名言集３８を学びましょう。
　長い文章なので若い人と年老いた人々ではその意味が違うでしょう。しかし、経営者として陥りやすい間違いに気づかせて
くれる内容です。
　私はこの名言で今の幸せを手に入れました。歳を取ったら出しゃばらず、若いもんに花持たせ、お金の欲を捨て、しかし、
大事にしっかり持ちながら若い人たちを育てる。何かひとつ趣味持って、元気に生きるのです。
　事業を作ることは大変な仕事ですが、後を育てることもなかなか難しい仕事です。企業も命があります。永遠などはありま
せん。しかし、永遠の存在を我々の努力、働きによって求め続け無ければならないのです。酷な話です。それを我々ロータリ
アンは日々の努力、友情をベースに実現する必要があるのです。そのヒントをこの名言が教えてくれる
のです。
　人生を語り、愛を語り、経済を語る。それは皆さんと共に日本の将来を明るい夢ある社会を実現する
ためです。若い人を育て、自らも幸せになる。皆様のご健闘をお祈りして会長挨拶と致します。
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お互い後継者作りに頑張りましょうね。 ( 山内鴻之祐 )
市橋信孝・加藤幹夫・辻恵利子
 各　君

開発さんの成功を祝して。 ( 山内鴻之祐 )
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
IM に参加し、懐かしい方々にお会いできて楽しく過ごせました。
 ( 北島　恬 )
世界のどこかで良いことをしよう。 ( 宮﨑茂和 )
本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 ( 村田長隆 )
加藤幹夫
 各　君

IMご苦労様でした。 ( 山内鴻之祐 )
瀬越さん、卓話ありがとうございました。 ( 浅井正勝 )
瀬越さんの卓話楽しみです。お父さんと一緒の「JC・ここの会」
は 35 周年を迎えました。ご両親を大切にね。 ( 片岡正明 )
同じテーブルの竹生さんに魅せられて。 ( 長田裕美 )
キャリア教育講座にご参加頂いた皆様、ありがとうございまし
た。 ( 増田喜一郎 )
おかげさまで。 ( 鷲田泰紀 )
寒くなりました。竹生さんの隣に座って !! ( 渡辺和男 )
竹生知子
皆出席御祝 / 参加することにだけ頑張ります。あと何もできま
せんが。 ( 木瀬雅博 )
皆出席御祝 / お陰様で。 ( 山内鴻之祐 )
【在籍御祝】須賀原和広
在籍御祝 / 皆さまのおかげで、はや５年です。ありがとうござ
います。 ( 白江文夫 )
【誕生日御祝】玉木　洋・林　正岳・村田良昭・横山強志・
渡辺一史
【配偶者誕生日御祝】今村善孝・瀬越智和・田中秀也・
村中洋祐
配偶者誕生日御祝 / ありがとうございました。 ( 初瀬川達郎 )
配偶者誕生日御祝/ 今後とも宜しくお願い致します。(山本晃司)
結婚記念日御祝 / 昨日、父の満中陰法要を無事終える事がで
きました。皆様本当にありがとうございました。( 伊井彌州雄 )  
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金ニコニコ箱

12 月は「疾病予防と治療月間」です。 －  命と心をつなぐ活動は、ロータリーが結ぶ人と支援の輪  －
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委員会報告
国際奉仕委員会
渡辺  和男 委員長

国際大会が 2022 年 6月 4日～ 8日までア
メリカのヒューストンで行われます。

　登録について早割は今月の 15 日迄となっておりますが、
ガバナー事務局からは皆様に積極的にはご案内しないそうで
す。コロナウイルスで、新しいオミクロン株も出ております
ので登録についてはご自身の判断にお任せいたします。
　状況がよくなればできるだけ多くの方の参加をお願いした
いと思います。

キャリア教育推進委員会
増田  喜一郎 委員長

　先日啓新高校にて行われました、キャリ
ア教育講座にご参加された企業の皆様有難

うございました。
　私も教室をまわらせて頂いて見学しましたが、生徒の方々
の生き生きとした表情と何より参加された企業の皆様と社員
の皆様が楽しそうに話している姿がとても印象的で本当に素
晴らしい事業だと改めて感じさせて頂きました。
　来年も実施予定ですので数多くの企業の皆様に参加頂けれ
ばと思います。
　また当委員会の事業としまして来年 2月か 3月に佐々木パ
スト会長の所で「キャリア教育講座 in啓新高校の教員様向け」
を開催予定しております。
　実施日時等は、予定が決まり次第ご連絡させて頂きますの
と、会員企業の皆様の中から何社かご参加頂いて教員の方々
とディスカッションして頂こうと考えていますので、又詳し
いご連絡させて頂きますのでご協力をお願いします。

幹事報告

①  IM に参加された皆さまお疲れ様でし
た。YouTube 配信を視聴された方は、メー
クアップになりますので事務局までご連絡
ください。

② 本日、例会終了後、聚楽の間にて理事会を行います。参
加される理事役員皆さま、よろしくお願いいたします。

幹  事　浅井　正勝



● 現在会員 139名
● 出席者 82名
● 欠席者 48名
● 出席免除者欠席 9名
● 今回例会出席率 63.1％

● メークアップ 29名
● 欠席者 27名
● 修正出席率 80.2％

  11 月 11 日 ●メークアップ       渡邉義信(11/25  第2回地区会員増強・拡
大委員会、11/29 福知山西南、12/2 宇治鳳凰)、藤井健夫
(11/28　第6組 IM)、木瀬雅博(11/26 定例 11月地区米山奨学
委員会) 各　君

 2021 年  12 月 2 日　　第 3470 回 　

皆出席御祝

配偶者誕生日御祝在籍御祝

山内  鴻之祐 会員 (26 年 )
木瀬  雅博 会員  (10 年 )

誕生日御祝 結婚記念日御祝

栄誉行事

須賀原  和広 会員 (30 年 )
白江  文夫 会員   (5 年 )

伊井  彌州雄 会員   
奥村  隆司 会員
森川  圭造 会員

村井　勝 会員、渡辺  一史 会員、横山  強志 会員
村田  良昭 会員、林　正岳 会員、玉木　洋 会員
細江　究 会員、中村  健一 会員

今村  善孝 会員、山本  晃司 会員、中島  良成 会員、田中  秀也 会員
初瀬川  達郎 会員、長野　学会員、瀬越  智和 会員、村中  洋祐 会員

瀬越  智和 会員

演　題「THE  瀬越 智和」

　親睦活動委員会所属の瀬越です。本日は
例会の貴重なお時間いただき卓話をさせていただけますこ
とありがとうございます。まだロータリークラブに入会さ
せていただいて 1年も経っていないので私のことをお話さ
せていただきます。あまり面白くないかもしれないです。
私のことですので、タイトルは THE 瀬越智和とさせていた
だきました。内容としては私個人のこと、仕事のことと仕
事で取り組んでいることお伝えさせていただきます。
　簡単に自己紹介をさせていただきます。
1975 年 11 月 4日生まれの 46 歳です。智和という名前は両
親の名前の漢字を 1字ずつつけてもらっています。干支は
うさぎ年、星座はさそり座です。妻、息子、娘の 4家族で、
現在、坂井市春江町に住んでいます。趣味は、車を運転す
ることが好きなのと、最近始めたばかりですがランニング
をしています。月 100km走ることを目指しており、11 月は
121km走りました。ホノルルマラソン出場が目標です。ウ
エアもシューズもまだそろえていませんので、ランニング
されている方いらっしゃいましたらおすすめをお教え下さ
い。
　生まれてから現在に至るまでを簡単にお伝えさせていた
だきます。中学生の時に、サルモネラ菌に感染して死にか
けていますが、見ていただくとわかる通り誕生から大学入
学までずっと地元生活です。それが、何を思ったか地元か
らいきなり海外へ行っております。

　場所はアメリカ　ニューヨーク州　マンハッタンです。3
年ほど住んでいました。ほとんど英語は話せないまま行き
ます！といったのですが、最初の 3ヶ月くらいはご飯を買
うこともわからずに、昼は屋台のホットドック、夜はポテ
トチップスを食べるという生活をして激やせしました！ 3
年くらい住んでいると英語大丈夫でしょ？っ言われますけ
ど、最近は英語で夢をみることも全くないので通じるのか
どうかあやしいです。2001 年 2月にニューヨークから戻っ
てきました。その後、結婚しております。2回書いてありま
すが間違いではありません。人様の戸籍を汚してしまって
います。すみません。そして 2013 年に今の妻と結婚し、幸
せな生活を送っております！
　ただこれだけだと何もないので、自分の人生の中で特に
楽しかったニューヨークでの思い出を紹介します。
　その 1　かなりモテた！レストランなどに食事にいくと店
員さんが肩をトントンと叩いてきたり、握手をしてきたり、
時には頼んでいないドリングが出てくるがありました。何
人かでお店に行っても自分だけされるんです。当時お世話
になっていた方がそれを見てですね、あれは気に入られて
いるよ、好かれそうな感じしているよねと言われ、おーさ
ずがニューヨーク！！という感じだったのですが、気に入っ
てくれていたのは実は男性です！
　その 2　尾行される！生活して 3ヶ月経ったころに学校帰
りに少しぶらぶらして帰ろうと歩いていたのですが、後ろ
から赤いキャップをかぶった黒人の方がついてきているの
に気づきます。その時にあ～ここはニューヨークだった、
財布は無くなるなと覚悟を決めていると話掛けてきました。

その言葉は、それどこで買ったの？
その時ジャージを着ていたのですが、これはミズノのスー
パースターというジャージで当時アメリカにはなかったよ
うで、欲しかったのでしょうね。「ジャパン」と答えるとそ
りゃ買いにいけないやみたいなことを手振りして去ってい
きましたが、この時ほど緊張したことはなかったです。さ
すがニューヨークです！
　その 3　今夜家に来ない？先ほど男性にモテた話をしまし
たが、ニューヨークには同性愛者が多く住んでいる当時チェ
ルシーというエリアがありまして初めてそのエリアを夜中
に通った時に、全く知らない、自分の進行方向から歩いて
きた男性に 50 ドルで今夜家にこない？と。50 ドルって安
すぎる！と思うのですが、この人はツワモノで、その時友
人と 2人でいたので 2人で 50 ドル、1人 25 ドルです。さ
すがに安すぎるので断りました。高くてもいきませんよ。
さすがニューヨーク！
　とこんな変な話ばかりですが、ニューヨークはいろんな
国からいろいろな人種が集まる街でとても刺激的な生活で
した。このような経験をさせてくれた両親には感謝してい
るとともに自分の子供にもさせてあげられるかと考えると
まだまだがんばらないといけないなという思いです。
　2001 年に日本に帰ってきて現在私が代表をさせていただ
いている有限会社三ツ徳不動産に就職します。みつとく、
あくとくとか言う人がいますがみつのりと読みます。福井
市学園 3丁目で福井工業大学の近くにあります。先先代の
社長（私の義理の叔父）が 1967 年に創業し、2000 年に私
の父が跡を継ぎ、2011 年に私が引き継いでいます。
　社名の由来は売る（貸す）人、買う（借りる）人、不動
産業者の 3者が得をするようにとなっております。徳は損
得の得ではないのは創業者にとってこの字が良い字だった
ようです。
　弊社は不動産業を営んでおり、不動産賃貸・売買の仲介
業務、不動産販売業務、賃貸不動産管理業務をメインで行
なっています。その中でもここ最近は賃貸不動産管理業務
に力を入れております。
　賃貸不動産管理というと家賃などの集金や、入居者から
のクレーム処理や建物の清掃、点検等と手間がかかる仕事
です。ですが、財産を管理させていただいているというこ
とを考えるととても責任のある仕事です。それを踏まえる
と先ほどの業務だけを行うということだけでなく、何かも
う一歩進んだ管理を行えないかと考え、米国の IREMという
不動産団体が認定しているCPMという資格を取得しました。
　CPMは米国不動産経営管理士というもので、2020 年 12
月時点で世界 44 か国 8195 人、日本で 624 人、福井県では
4人が保有している資格です。アメリカでは収益不動産を買
うことは管理を買うことだと言われているので管理業務が
非常に重要なことがわかります。また日本では管理士の地
位は高くないですが、アメリカでは管理士の地位はとても
高い位置にいます。もう一つ CCIMという資格も取得しまし
た。こちらは商業用不動産への投資の最適解を導くもので、
世界 28 か国で 14,000 人、日本で 173 人、福井県では 1人
のみが保有しています。福井県で両資格を保有するのは私 1
人です。
　この CPM取得後にモットーとしている言葉があります。
オーナーの収益の最大化です。
　これは CPMの目的でもあるのですが、先ほど話をした管
理業務だけをこなす仕事をするのではなく、経営という視
点での収益の管理も行なっていくことがオーナーの賃貸経
営の成功のためには大切だということです。収益の最大化
を目指すためにはまずオーナーの目的・目標が大切であり、
それをしっかりと理解する必要があります。
　オーナーの目的・目標にはさまざまなものがあります。
安全性、定期的な収入、レバレッジ、資本の増加、税務上
の利益、投機もしくはステータスなどがあります。オーナー
によって目的・目標はさまざまです。この目的・目標を理
解していないとオーナーと管理士とで全く違う方向に向
かってしまいます。この目的・目標を達成するために義理・
人情・感、あの人にはお世話になっているからとか、以前
あれくらいの価格で取引したから今回もこれくらいだろう

とか、といったものはすっぱり捨てて、ロジックに基づき
数値化、分析を行います。
　それではここで浅井幹事に問題です。
　A: 今日 100 万円をもらえる
　B:1 年後に 110 万円をもらえる
と言われた場合、どちらが価値があると思いますか。
　正解は Aです。
数値化・分析をしていくためにはこの貨幣の時間的価値が
重要になってきます。数値化・分析にはさまざまな指標を
使いますが、主なものとしてこのようなものがあります。
　<利回り＞　収益率ですね。
利回りは少なくともこの 5つを確認します。1つ目は表面利
回り。これは想定される収入を建物価格（購入価格）で割
ることにより算出されます。この表面利回りは収入のみで
算出されているのであてにはなりません。2つ目はNOI 利
回りです。NOI は収入から支出を差し引いた利益を建物価
格（購入価格）で割ることにより算出します。少なくとも
この利回りを計算しないと収益率はわかりません。3つ目の
FCR 総収益率はNOI 利回りは建物価格で割ることだけでし
たが、建物価格とそれにかかった費用、仲介手数料や税金
等を合わせた総投資額でもので割ることによって算出する
ものになります。4つ目の CCR（自己資本収益率）は、金融
機関から借入をする際に算出する自分の投資価格に対する
利回りで、先ほどのNOI から返済額を引いたキャッシュフ
ローを自己投資額で割る利回りになります。これは FCR と
K%と呼ばれる銀行利回り、そしてこの CCR を算出するこ
とで借入をした方で収益率が上がるのか下がるのかをみる
ことができます。5つ目が IRR 内部収益率です。今お話した
4つの利回りは 1年単年での利回りを算出するものになりま
すが、IRR は数年、弊社では 5年～10 年の間で得られるで
あろう全てのキャッシュフローの現在価値と建物価格（購
入価格）がイコールになる割引率となります。何言ってる
のかわからなくなってきましたね。簡単に言うと複利の逆
と思っていただけると良いかと思います。そして価値を表
すNPV（正味現在価値）があります。NPV は現在価値から
建物価格（投資額）を差し引くことによって投資すべきか
どうかを判断するための指標となっています。IRR と NPV
は貨幣の時間的価値が関わるものになっています。
　現在、弊社ではオーナーの収益の最大化のために、15 棟
程度の建物の収益改善を進めています。この改善によって
建物にもよりますが、年間 30 万円～80 万円の収益UPにな
ります。みなさんお金持ちなので年間数十万円かと思われ
るかもしれませんが、収益がUPするということは価値の
UPにもつながります。
　こちらが IRV の法則といって、収益・還元率・価値の計
算方法になります。価値を出したかったら I 収益を R還元率
で割ると V価値がでます。収益を出したかったら R還元率
に V価値をかけるとでるという図になっています。
　先ほど年間数十万円の収益UPといいましたが、例えば、
たった 500,000 円の収益 UPと思われても、還元率が 8％だ
とすると価値は 6,250,000 円も上がるということにつながり
ます。収益の最大化が重要だということをお分かりいただ
けたかと思います。
　このままいくと不動産セミナーになってしまいますので、
まだ聞きたいという方は個別にご相談下さい。
　私のおもしろくない歩みと仕事についてお話させていた
だきましたが、今後はもう少し会社を大きくしたい。
地域に貢献したい。ホノルルマラソンにでたいと考えてい
ます。
　自分も会社もまだまだ頑張らないといけないのですが、
これができるようになるにはロータリーのことを学ぶこと
も大切なことだろうなと思っています。まだまだわからな
いことが多い状況ですのでみなさんからのご指導、ご鞭撻
を賜りながらロータリー活動
をしていきたいと思っていま
す。引き続き宜しくお願い致
します。
　ご清聴ありがとうございま
した。

会員卓話
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