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第1176回（本年度 第19回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

クラブ会員の栄誉をお知らせ致します。

秋の叙勲において、辻一夫会員が「瑞宝小綬章」を受章されました。

永年の国税局におけるご活躍と実績が認められ受章された事と存じ
ます。

心よりお祝い申し上げます。

明日10日から11日にかけてRI2660地区の地区大会が開催されます。

本日のプログラム

次回 11/30 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
■ガバナー公式訪問日
●卓話　
　藤本 淳司 会員

♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　Ｒ規定情報卓話
　高島 凱夫 会員

※次週、11月23日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。



ニコニコBOX

村橋：明日から開催される地区大会に出席しましょう。

西田：辻一夫さん、このたびは受勲おめでとうござい
ます。ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

嶽下：辻一夫さん、おめでとうございます。

吉田：辻一夫さん、この度の受勲誠におめでとうござ
います。

早瀬：先週欠席のおわび

福田：①お花有難う
②辻一夫さん、端宝小授章おめでとう
③早瀬さん、落慶法要を祝して

山本：①辻さんの授章を祝して
②福田さんの卓話楽しみです。

金森：辻一夫さん、叙勲ご授章おめでとうございます。

下岡：①大きな柿を有難うございます。
②ホームクラブ例会欠席のおわび

前田：辻一夫様、授章誠におめでとうございます。
心よりお祝いを申し上げます。

檜皮：福田会員の卓話、楽しみにしております。
辻一夫会員、端宝小授章おめでとうございます。

北村（薫）：辻一夫さん、おめでとうございます。

戸田：①来週の例会、学会のため欠席します。すみま
せん
②辻一夫さん、授章おめでとうございます。

栗山：ニコニコ

藤本：皆様、いつも有難うございます。

本日合計 : ￥43,000
累　計 : ￥775,000
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 3名 国内ゲスト 0名
出席者 20名 外国ゲスト 0名
欠席者 9名

出席率 68.96 %
10月21日の修正出席率 93.10 %

●メイクアップ
満村 和宏 10月  9 日 ガバナー杯野球大会
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2017-18年度第1175回（第18回例会）
幹事報告 (11/9)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は福田会員の卓話です。福田会員よろ
しくお願いいたします。

　本日例会終了後、第2回クラブ協議会があります。
各委員長の皆様ご出席よろしくお願いいたします。

■11月16日（木）の卓話はロータリー規定・情報担
当の高島会員です。高島会員よろしくお願いいた
します。

■11月19日（日）三世代合同社会奉仕事業です。

　今回は大阪水上隣保館の子供達を太閤園に招き、
寄贈したエイサーの衣装を着て演舞していただき
ます。時間は9：00～13：30の予定です。

■11月23日（木）は休会です。

■11月30日（木）の卓話は藤本会員の卓話です。藤
本会員よろしくお願いいたします。

■国際ロータリー第2660地区の2017-18年度地区
大会です。11月11日（土）の本会議はIM6組のエリ
アに固まって着席してください。各クラブをライブ
映像で紹介します。

1．日時：1日目　2017年11月10日（金）15：00
　　　  2日目　2017年11月11日（土）13：00
2．場所：1日目　帝国ホテル大阪
　　　  2日目　NHK大阪ホール

■地区より2018-19年度地区委員会出向者推薦の
お願いが来ております。

1．公募期間　2017年11月17日（金）まで
2．出向者選定　2017年12月
3．出向者通知　2018年1月下旬

初日は、帝国ホテルにおいて、オープニングに続いて
各分科会が開かれ、続いてRI会長代理歓迎の晩餐
会が開催されます。二日目は、NHKホールにて、本会
議が開催され、栗山会員が檀上にて「超我の奉仕賞」
受賞されることになっています。この受賞は、大変
ハードルの高い賞であり、この晴れ舞台を見て頂き、
クラブ挙げて慶びたいと思います。

本日の例会後に開催するクラブ協議会についてお話
します。

クラブ協議会（Club Assemblies）は、各委員会の活
動計画の進捗状況や今後の計画展開について、情報
の共有、意見交換を行うために開催されます。

出席者は、理事役員、各委員会の代表者となってい
ますが、新入会員の方々にも出席して頂き理解を深
めて頂きたいと思います。

●本日のビジター
 京都洛中RC 奥村 由之 様
 大阪南RC 岸本 照之 様



不動産あれこれ　特に投資の危うさ

福田 忠博 会員

昭和58年末、東京の商業地が上昇を始め、これが全
国に波及していわゆるバブルが発生した。

平成元年12月に土地基本法が制定され、土地は国
民の貴重な資源であり諸活動の基盤である。土地を
投機的取引の対象とするのではなく、計画に従って
適正に利用しなければならない。これに基づく土地
対策が講じられたが地価上昇傾向は続き、平成2年4
月の総量規制によって、地価下落が始まる。

また、平成4年に公的評価の適正化、均衡化というこ
とが路線価、固定資産の評価が改定された。

この頃から、土地基本法の理念である有効利用、土

地活用をキーワードとして、賃貸住宅の建設が増加
し、新興の業者、大東建託、レオパレス21、生和建設
が力をつけた。今や大東建託は、管理戸数102戸、賃
料を1.5兆円、営業利益1,200億円となり、その他の
業者も東証一部上場会社になるものが続出した。

地方都市、大都市郊外の農地等の所有者に収益目
的に供された不動産、つまり貸家及びその敷地の有
利性を相続税、固定資産税の増額をからめるセール
ストークで、建築と建物管理で増収増益を続けること
になる。

これら業者と地主との契約の多くは、次のようなもの
が一般的であるようである。

　建築請負、サブリース、建物管理

平成20年のリーマンショック後の不況により、空室率
の上昇、賃料下落により一部トラブルが見られるよう
になった。

最近では、将来不安と超低金利をはやしたて平成27
年1月からの相続税の基礎控除の減額を契機に相続
税の課税対象者が増加したことから、相続対策として
のアパート投資が増加している状況にあるが、これら
の人々は資金力に問題のあるものが多く、今後の景
気変動によっては賃料の下落や空室率の上昇によっ
て破綻するものが多くなると十分予測されます。

本日のメニュー

・サーモンカルパッチョ
・甘鯛と帆立貝のポワレ　温野菜添え

バジルオイルとブールブランソース
・コールビーフのサラダ、コーヒー、パン



第2回　クラブ協議会（2017～2018年度）
日　時：2017年11月9日（木）　13：40～14：25
場　所：太閤園　サファイアルーム

開会の挨拶　村橋会長

皆様こんにちは。本日はクラブ協議会ですので様々な

意見を多角的に議論し、また、忌憚のないご意見を頂

戴出来ればと存じます。どうぞ宜しくお願いします。

【議題：会員増強・維持について】

1. クラブ奉仕委員会 木村委員長

・会員増強維持・親睦活動・例会運営・会員研修、
各小委員会と密接に連携して有機的、効果的に
委員会運営ができるように努力する。

・出席率が悪いので改善が必要だが、それぞれに
事情がありその事情を考慮しながら規律を維持
する事も必要だ。

2. 会員増強・維持小委員会 代理　檜皮会員

・期初の方針通り実行する。

・月1回、タスクチームの状況報告を行い、勧誘に
ついては当クラブの魅力をアピールし奉仕活動
（参加も伴う）・親睦活動のPR広報を通じて勧誘
を実施する。

3. 親睦活動小委員会 代理　藤本会員

①12月23日（土）クリスマス家族会

　クラシック音楽　高嶋　優羽氏　演奏者3名

　Mr. オクチ氏による手品ショー

②1月25日（木）上半期新入会員歓迎夜例会

③3月　日（　）家族親睦会　3月4日に行う予定

4. 会員研修小委員会 下岡委員長

・入会2年未満の会員について100％研修を実施
済み。

・親睦活動小委員会と共同し新入会員との親睦を
深める。

5. 職業奉仕委員会 代理　戸田会員

・1月11日職業奉仕クラブフォーラム
  議題は定款変更について（案）

・2月にユニバーサル園芸社への職業訪問を予定

・IACの出前事業を検討

6. 社会青少年奉仕委員会 辻一夫委員長

・11月19日　RC三世代合同社会奉仕事業
大阪水上隣保館　子供達による沖縄民謡「エー
サー」の披露

・12月2日　成美学寮社会奉仕事業
ロータリー活動は単年度で実施するのが原則で、
約20年に亘って成美学寮の事業は実施され、今
後の検討課題としてこのまま事業を継続するのか
また、事業内容の見直しも含めて検討。

7. SAA 山本委員長

・年度の初に役割についてスケジュールを組んだ
が、無断欠席する会員がいる。欠席する場合の連
絡を徹底する。

・例会については良い雰囲気で行われ、下半期は
指定席など工夫を取り入れる。

8. 国際奉仕委員会 嶽下委員長

・ベトナムVTT支援事業
訪問日程：1月21日～1月25日

・台北福齢RCとの共同事業

・モンゴルへの救急車寄贈支援奉仕事業

・2月15日クラブフォーラム　各国米山奨学生パネ
ルディスカッション
モンゴル・インドネシア・ネパールの元米山奨学
生3名とパネルディスカッション

閉会の挨拶　西田会長エレクト

皆様、お疲れ様です。本日は各委員長から活発なご
意見や予定事業などの計画を伺いましたが、しっ
かりとした計画を立案されており感服いたしました。

今後も大阪中之島RCの為にご尽力いただければ
と存じます。



2017～１8年度 国際ロータリー第2660地区 地区大会

11月10日（金）・11日（土）の2日間、大阪国際会議場において2017～18年度国際ロータリー第2660地区 地区大会

が開催されました。10日の夜には国際ロータリー会長代理ご夫妻歓迎晩餐会も催されました。11日の本会議では大

阪中之島ロータリークラブより栗山博道会員が「2016～2017年度 超我の奉仕賞」の表彰をされました。おめでとう

ございます。


