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母子の健康月間
月間テーマ（4月）

第1195回（本年度 第38回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

先週のユニバーサル園芸社にての移動例会では、職業奉仕委員会
の皆様にお世話を頂き有難うございました。とても良い移動例会に
なったと思っております。

さて、4月は、母子健康月間です。世界では疾病、栄養失調、医療の不
備、不適切な衛生設備が原因で毎年、5歳未満の子どもが590万人

本日のプログラム

次回 4/26 のお知らせ
♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　百貨店の第二時閉店ブームと

地方スーパーの廃業倒産続
出からみる地域経済の変化

　担当：岡本 啓吾 会員
　講師：神戸国際大学経済学部

教授　中村 智彦 様

♬SONG : 「花」
●卓話　リンゴの話
　西田 末彦 会員
■戦略計画委員会
　11：30～　寿3



■本日の卓話は村上会員です。村上会員よろしくお
願いいたします。

　例会終了後、第11回5月度理事会があります。今年
度の理事役員だけでの最後の理事会です。来月は
新旧合同理事会となります。

■4月19日（木）の卓話は西田会員です。西田会員よ
ろしくお願いいたします。

■4月26日（木）の卓話は岡本会員です。岡本会員よ
ろしくお願いいたします。

亡くなっています。昨年のG月信4月号には630万人
と記載されていましたが40万人も減ったという事で
しょうか。何れにせよ先進国では考えられない劣悪な
環境が存在している現実を忘れてはならないと思い
ます。

先週の4月7日に開催された地区研修・協議会には、
クラブから会長幹事、各委員長の方々が出席され、山
本GEから次年度の地区方針や地区運営に関する取
決め等について、具体的に解り易く整理された内容
の説明があり、有意義な地区研修・協議会であったと
思います。

■5月10日（木）の卓話は下岡会員です。下岡会員よ
ろしくお願いいたします。

■5月17日（木）の卓話は坂本会員です。坂本会員よ
ろしくお願いいたします。

本日のメニュー

小　鉢 つるムラサキのおひたし
 桜海老　糸がき

造　り あかえび　紋甲烏賊　鮪
 妻いろいろ

煮　物 焼き筍　じゃが芋餅　揚げ茄子
 よもぎ麩　絹さや

八　寸 鮭のあられ巻き　瓢箪
 鶏の野菜巻き　穴子寿司
 いくら卸し　若竹若竹袱紗

勧　肴 豚の角煮八丁味噌煮込み

食　事 帆立御飯

香の物 赤かぶ漬け　胡瓜浅漬け

止　椀 あおさの吸物

2017-18年度第1194回（第37回例会）
幹事報告 (4/12)

幹事  辻 義光

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第13回米山功労者」
（13０万以上達成）の表彰を受けました。



1．クリサス心斎橋（中央区宗右衛門町 旧キリン会
館）が変動率プラス23％、1㎡当たり1,580万円、
坪当たり5,200万円となり、今回大阪の商業地の
トップが梅田地区から心斎橋に逆転し、大阪の顔
がキタからミナミに交代しました。

5年連続トップだったキタの「グランフロント大阪
南館」は上昇率で7.1％、1㎡当たり1,500万円、坪
当たり5,000万円で、最高価格地点の座をミナミ
に譲りました。

昨年、私は、心斎橋筋2丁目、ヤマハ楽器跡が、平
成27年12月に東急不動産に坪当たり5,000万円
で取引されており、現在「サンドラッグ」の店舗に
なっています。その時、いよいよ心斎橋筋、戎橋界
隈は、インバウンドのおかげで、土地の価格も坪当
たり5,000万円の時代がくると申し上げましたが、
やってまいりました。

インバウンドの拡大が背景にあるミナミとオフィス
主体のキタの差が出た構図です。

変動率でも道頓堀のフグ料理店「づぼらや」が、変
動率でプラス27.5％、1㎡当たり510万円、坪で
1,700万円となり、上昇率では全国第2位になりま
した。

背景としては、昨年に続きインバウンドの増加です。

2017年のインバウンドの人数は、プラス19.3％の
2,869万人と5年連続で過去最高を記録しました。

2016年（前年比プラス22％）と比べ増加率が鈍
化したとは言え、2割程度のベースで伸びており、
引き続き堅調に推移しています。

とりわけ、韓国人旅行者（前年比プラス40.3％）に
よる押し上げが大きかった。

この要因はLCCによる航空座席供給量の増加、円
安に加え、中韓関係の変化が影響を及ぼした可能

中東地域の話

福田 忠博 会員

性があり、韓国人の中国人に対するイメージが悪
化したことで、訪中の代替として訪日旅行が選択
されたものと思われます。

道頓堀や黒門市場などの観光地のあるミナミはイ
ンバウンドに特に人気があり、黒門市場商店街振
興組合の統計では、2017年の来場者数は1日平
均約3万人で、5年前の1.7倍となりました。黒門市
場のある日本橋界隈は、中国人が闊歩しており、
今や「日本橋」から「中国橋」と呼ぶ声もあります。

三菱総合研究所によると2016年にミナミを訪れ
たインバウンドの数は約702万人で、キタの551
万人、京都・東山の480万人を超えました。

東京に比べ、街並みが庶民的で中国、韓国の方に
とってなじみやすいのでしょう。　

2．地価を押し上げる要因

インバウンドの旺盛な消費や宿泊需要を見込むド
ラッグストアやホテルの出店競争も地価を押し上
げています。

心斎橋商店街には、全国チェーンのドラッグストア
が出そろっており、心斎橋筋では2016年から直近
まで、少なくとも11店が開店しました。

ドラッグストア大手のココカラファインは、2月に心
斎橋エリアで、4店目となる売り場面積610㎡の旗
艦店舗を心斎橋筋にオープンさせ、ダイコクドラッ
グは2年間で約10店舗を出店しました。

ドラッグ店は「売上が大きく、衣料店など通常の店
に比べ、賃料はトップクラス」とされ、出店の急増と
地価が比例しています。そのため、賃料が上昇し、
収益性の高いドラッグストアかカプセルホテル以
外では採算が合わないとも言われています。

不動産大手のCBRE（シービーリチャードエリス）
の2017年10月から12月までの調査では、心斎橋
の商業店舗の賃料の最高値は、1か月坪当たり30
万円と、東京・原宿、表参道の水準と同等で、現在
も高止まりが続いています。

3．地価の最高地点が外資間で売買されている

心斎橋に並行する御堂筋沿いでも商業・オフィス
ビルに海外投資家が注目し、外資系ファンドが物
件を取得後、有名ブランドのテナント誘致やビル
の改装を行い、価格を上げて売却する例が相次い
でいます。インバウンドに知名度が高く、海外投資

大阪市内の商業地の地価動向と民泊事情について

村上 俊二会員



家の投資マネーを呼びやすくなっているのが背景
にあります。

取引事例1：
心斎橋筋2-8-18「心斎橋GROVEビル（プラダビ
ル）」御堂筋に面し大丸南館の南側　
売買価格は150億円、土地価格145億円、1㎡
当たり4,520万円、坪当たり15,000万円、取引
時点：平成29年11月　
公示価格ベースでは東京銀座に匹敵する。
中央5-22（銀座4丁目）山野楽器店　1㎡当たり
5,550万円、坪当たり18,000万円

取引事例2：
道頓堀1-7-21「中座くいだおれビル」道頓堀に
面す。
売買金額116億円、土地価格110億円、1㎡当
たり654万円、坪当たり2,150万円、取引時点：
平成29年3月

取引事例3：
最高価格地の「クリサス心斎橋」も取引されてい
ます。このビルのオーナーは、シンガポールの不
動産投資会社クリサス・クラーク・トラストで、昨
年、米投資会社ブラックストーングループに売
却されています。

一方、高価格地の上昇率は縮小傾向にあり、上限
に近づいているとの指摘も出ています。

昨年、上昇率が41.1％で全国1位だった道頓堀の
「づぼらや」は、今年は全国第2位で27.5％です。

ただ、取引価格と公示価格との開差は歴然とてお
り、公示価格が実勢を追いかける形です。

大丸南館の南側、取引事例1のプラダビルの向え
側に公示ポイント（中央5-18）があり、今年の公示
価格は、1㎡当たり930万円、坪当たり3,100万円
でプラダビルの取引価格の5分の1です。来年の地
価公示は、一体いくらになるのか楽しみです。

4．民泊事情

ホテル開発は、大阪市内の地価の割安感のある周
辺部に拡がっており、通天閣や新世界のある浪速
区の商業地の平均上昇率は12.5％で、北区の
12.1％を上回っています。

CBREの推計によると、ホテル1室あたりの平均売
上高は2016年まで上昇していましたが、2017年
には減少に転じ、近年上昇していた宿泊料金は一
服しております。

ホテル以外に、一般住宅に有料で泊める「民泊」も
民泊法（住宅宿泊事業法）施行で事業者が増加、

最近のホテルの急増による客室の供給過多が背
景にあります。

これだけの地価上昇に、ホテル宿泊事情にも大き
な影響をもつインバウンドの増加と、民泊との関
係はどうなっているか？

最近では、全世界でインターネットを通じて、空き
民家を不特定多数の旅行者に、宿泊施設として貸
す、民泊が広がりを見せています。アレン・スンドラ
ジャン（ニューヨーク州立大学教授）著「シェアリン
グエコノミー」のなかで、稼働していない資産と、
それを利用したい消費者を、インターネットで結
びつける「シェアリングエコノミー」という考え方が、
世界中に爆発的に人気を集めています。

例えば、Airbnb（エアービーアンドビー）という会
社があります。米国のサンフランシスコに本拠に持
つ企業です。これは正式なホテルなどの宿泊施設
でなく、世界各国の現地の人達が、自宅などを宿
泊施設として提供するインターネット上のサービ
ス、及びサービスを提供する会社です。いまや宿
泊客数6000万人以上の宿泊予約サイト、世界中
191ヶ国で宿泊可能、全世界で200万件以上の宿
泊規模を持つと言われています。

勿論日本でも、インターネットを通じ空き民家を不
特定多数の旅行者に、宿泊施設として貸す「民泊」
が広がっています。特に訪日外国人（インバウン
ド）の人達は年々増加し、2016年度2,403万人、
2017年度2,869万人を超えています。インバウン
ドの人達は、東京、大阪を中心に特定な地域に観
光が集中している為、これらの地域ではインバウ
ンドの人達に空き家を貸すという民泊が見られま
す。同時に、近隣住民からの苦情などトラブルが、
見られるようになり、民泊の基本的枠組みとしての
「住宅民泊事業法」（民泊新法）が、昨年6月9日に
成立し、本年6月の施行となっています。

これから日本の民泊議論は、主に法規制の兼ね合
いが中心になってきます。具体的には、もう既に民
泊特区を活用した東京都大田区、及び大阪府など
の例があります。例えば、2016年1月に東京都大
田区、同年4月には大阪府が、「国家戦略特区」とし
て民泊条例を施行しました。その際には「民泊解
禁」とか言われ、マスコミやインターネットで大い
に騒がれました。しかし2016年8月で大田区での
認定件数23施設、大阪府での認定件数が3施設、
という期待された割には厳しい状況でした。

なぜ特区民泊が、そんなに活用されなかったかと
いうと、当初、国家戦略特別区域法施行令で、民泊
の最低宿泊日数を7日から10日の範囲で、自治体



の事情で決める事とされました。したがって滞在
期間が6泊7日以上という制限となっていました。

それでは、大きな広がりは期待できません。

そこで政府は、2016年10月の政令で、この6泊7
日という滞在期間の条件を、2泊3日として、緩和す
ることに決定しました。これにより「特区民泊」は、
再び注目を浴びることになりました。更に「特区民
泊」の動きとしては、大田区、大阪府のみでなく、本
年には千葉市や北九州市が、条例制定となり広が
りを見せています。

2020年に、東京オリンピック、パラリンピックを控
えています。大規模な金融緩和により、円安状態が
続いている日本では、中国人観光客による「爆買
い」という言葉に代表されるように、今後LCC（格安
旅客機）の拡大に伴う訪日外国人客の増加、イン
バウンドの需要増加がもたらす経済効果が期待さ
れています。このチャンスを捉える為の手段として、
規制緩和が実施され、いよいよ「民泊解禁」の大き
な流れがあるものと思われます。

日本の場合、東京、大阪など都市圏のホテルは、す
でに稼働率が上限に達しており、一方で都心部で

も、空き家や利用されていないマンションの部屋
などは、数多く存在しています。前出「シェアリング
エコノミー」の著書の主張の通り、誰も利用しない
スペースがあるのに、これを利活用せずに、新た
なホテルや旅館を建設するというのは、経済的観
点から問題があります。同時に、資源利用という観
点から考えても、望ましいことではありません。空
き家、空き部屋という不動産資産を活用すれば、
今のままで十分需要を満たせるからです。

一方世界全体の経済や社会状況を文脈の中で見
てゆくと、今や必要以上のモノ、サービスを創りだ
すのではなく、今あるものをお互いに共有（シェ
ア）することで、環境や社会に対し負荷の少ない経
済モデルを、作り上げようという「シェアリングエコ
ノミー」の考え方は、世界中で一般的となりつつあ
ります。その代表的先進モデルとして、注目されて
いるのがAirbnbなのです。まさに世界の中でも不
動産価格が、高騰しているサンフランシスコで
Airbnbのようなサービスが生まれ、それが東京、
大阪の様な人口密集都市に、本格的にやってくる
のは必至の流れと言えます。

地価公示価格商業地高順位表（大阪府域）

平成30年
順位

1

2

3

4

5

標準地番号

大阪中央5-2

大阪北5-28

大阪中央5-23

大阪北5-29

大阪北5-1

公示価格（円）

15,800,000

15,000,000

13,200,000

10,800,000

10,300,000

変動率（％）

22.5

7.1

20.0

4.9

7.6

所在地

中央区宗右衛門町7-2
「クリサス心斎橋」

北区大深町4-20
「グランフロント大阪南館」

中央区心斎橋筋2-8-5
「旧ヤマハ楽器店」

北区梅田町1-18-17
「大阪第一生命」

北区角田町7-10
「HEPナビオ」

平成29年
順位

1

2

3

4

5

標準地番号

大阪北5-28

大阪中央5-2

大阪中央5-23

大阪北5-29

大阪北5-1

公示価格（円）

14,000,000

12,900,000

11,000,000

10,300,000

9,570,000

変動率（％）

18.6

35.1

33.0

9.5

9.9

所在地

北区大深町4-20
「グランフロント大阪南館」

中央区宗右衛門町7-2
「クリサス心斎橋」

中央区心斎橋筋2-8-5
「旧ヤマハ楽器店」

北区梅田町1-18-17
「大阪第一生命」

北区角田町7-10
「HEPナビオ」

地価公示価格商業地変動率高順位表（全国）

平成30年
順位

1

2

3

4

5

標準地番号

倶知安5-1

大阪中央5-19

京都南5-5

東山5-7

名古屋中村5-1

公示価格（円）

40,000

5,100,000

2,100,000

1,950,000

4,880,000

変動率（％）

35.6

27.5

27.3

25.8

25.1

所在地

倶知安町南1条西1丁目
「三井生命」

中央区道頓堀1-6-10
「づぼらや」

南区東九条上殿田町50
「KKDビル」

東山区四条通大和大路
東入祇園町「豊田愛山堂」

名古屋市中村区椿町15-2
「ミタニビル」

平成29年
順位

1

2

3

4

5

標準地番号

大阪中央5-19

大阪中央5-2

大阪北5-3

大阪中央5-23

大阪北5-16

公示価格（円）

4,000,000

12,900,000

1,820,000

11,000,000

3,330,000

変動率（％）

41.3

35.1

34.8

33.0

30.6

所在地

中央区道頓堀1-6-10
「づぼらや」

中央区宗右衛門町7-2
「クリサス心斎橋」

北区小松原町18番4
「珍竹林」

中央区心斎橋筋2-8-5
「旧ヤマハ楽器店」

北区茶屋町12-6
「エスパシオン梅田ビル」





日　時：2018年4月12日（木）　13：40～14：25
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村（眞）・杉村・北村（譲）・早瀬・嶽下・辻（義）・藤本　以上9名（敬称略）
配布資料
　1．太閤園三ロータリークラブ合同懇親会請求書
　2．大阪中之島ロータリークラブ創立25周年記念式典・祝宴　収支報告書
　3．2017-2018年度下半期年間行事計画書

2017-2018 年度 第11回　5月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

本日は、今年度の理事役員の皆様とは最後の理事会
になり、来月は新旧合同理事会が予定されております。

本日もご審議頂く事項が御座いますので皆様には活
発な議論を宜しくお願いいたします。

開会の挨拶（西田会長エレクト）

皆様、4月7日（土）の地区研修・協議会にご出席頂き、

誠にありがとう御座いました。次年度の2660地区の

テーマはRIのテーマと同じく「BE THE INSPIRATION 

インスピレーションになろう」です。

世の中の為になる奉仕活動を変化を恐れず、積極的

に企画し、出来るだけ持続可能な奉仕活動を確実に

実行する事だと私は解釈しております。

皆様には、そのテーマに沿った次年度の活動方針及

び計画案の企画をお願い出来ればと存じます。また、

更なるクラブの活性化の為、ご協力をどうぞ宜しくお

願い申し上げます。

審議事項

1. 2018-2019年度　年間行事計画（案）について

・北村（譲）会員の卓話を8月9日（木）に行う。

・三世代合同例会の12月15日（土）は未決定。

今年度のホストクラブは大阪大手前ロータリークラブ。

2. 各委員会の次年度年間計画について

・社会奉仕委員会（北村譲委員長）　

西成こども食堂への支援事業　⇒［ 承認 ］

日時・方法等、詳細については次年度に決定

成美学寮への支援事業

引き継ぎのクラブの有無に拘わらず今年度は予算

日　時：2018年4月12日（木）11：30～12：10
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：西田・村橋・木村・辻（義）・井本・嶽下・村上・戸田・北村（譲）・北村(薫)・檜皮・藤本・安達　以上13名（敬称略）
欠席者：金森　以上1名（敬称略）

2018-2019 年度 第三回　ノミニー理事会議事録

をとり支援する。

平成30年11月24日（土）も決定。　⇒［ 承認 ］

・会員研修小委員会（嶽下委員長）

情報集会のようなものをたくさんやりたいという意

味で、IH会（言いたい放題の会）を開き、若い会

員・新しい会員が意見を言いやすいものにしたい。

　⇒［ 承認 ］

・国際奉仕委員会（戸田委員長）

国際奉仕委員会の事業の一環として、米山記念館

の見学を実施したい。日時は決めていないが、親

睦委員会との連携で行ってもいいと思っている。

詳細については検討中である。

3. その他

・新しく米山奨学生が決まった件

カウンセラーの嶽下会員より報告あり。大阪コミュニ

ケーション専門学校のアニメーション学科3回生の台

湾のショウさんです。

・ミリオンダラーミールの4種類の食事について、太閤

園の都合で親子丼が変更になります。

新しいメニューは検討中です。

木村会長ノミニー閉会挨拶

新しい事業、新しい企画等の発表がたくさんあり、こ

れが今後のクラブの活性化にプラスしてくるものと思

います。期待しております。



国際大会
　日程：6/24（日）～27（水）
　会場：カナダ・トロント

【’18年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

-

1197

1198

1199

1200

-

40

41

42

43

祝日②

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

卓話担当：下岡会員

卓話担当：坂本会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島会員

　

【’18年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1201

1202

1203

1204

44

45

46

47

委員会報告

会長・幹事退任挨拶

下半期新入会員歓迎会　夜例会

7月度第1回理事会

各委員長・小委員長

卓話担当：嶽下会員

卓話担当：満村会員

村橋会長、辻義光幹事

【確認・審議事項】

1. 太閤園三ロータリークラブ合同懇親会費用の件

大阪中之島RC会員登録料　¥10,000／1名

2. 職業奉仕委員会による出前授業の件

・インターアクトクラブ開明中学校・高校

・講師：満村会員

・講演日時：水曜日の8：40～（約1時間程度）　

・講演単位：クラスか学年で実施するのか学校側の要

望を確認

・実施時期：学校側と調整が必要

3. 大阪中之島RC25周年事業の収支報告の件

・収支報告説明

・25周年基金より¥21,330をインターアクトに充当し

た資金を大阪中之島基金より25周基金に返戻する

・25周年基金の口座名、個人名義共に変更が必要

4. 年間行事予定の件

・6月9日～11日 台北福齢RC訪問

5. 名誉会員の認定

・現6名の名誉会員を次年度も名誉会員として認定

　⇒［ 承認 ］

・名誉会員に受託書を送付し、身分継続の意志確認を

行う 

・終結規定条文の変更　⇒［ 次年度に引き継ぎ ］

6. 米山奨学生の件

・正式決定

氏名：簫　宇庭（ショウ ユーティン）

性別：女

国籍：台湾

大学：大阪コミュニケーションアート専門学校

　　  アニメーション専攻　3回生

奨学期間：2018/04/01～2019/03/31

・4月19日（木）例会参加予定

閉会の挨拶（西田会長エレクト）

お疲れ様でした。来月は新旧合同理事会で御座いま
すが、今年度もあと約3ヶ月の期間を残しております。
クラブ活性化の為、皆様には今年度の最後までご尽
力頂けますようにお願い申し上げます。



2018-19年度 ガバナー杯表彰式
4月12日（木）19：00より日航ホテルにおいて、2017-18年度のガバナー杯表彰式が行なわれました。
今年度の当クラブ最優秀選手賞に井本万尋が選出され、片山ガバナーよりトロフィーが贈呈されました。

次年度親睦活動小委員会・SAA委員会開催について
やさしい春風が心地よい季節になりました。

さて、次年度2018-19年度、第一回親睦活動小委員
会・SAA合同委員会・懇親会を開催いたします。ご多
忙の中恐縮ではございますが、ご出席のほど宜しくお
願いいたします。各委員会の協議題等がございました
らご一報下さいます様、併せてお願い申し上げます。

記

2018-19年度第一回 親睦活動小委員会・SAA
合同委員会、懇親会

日時：平成30年5月17日（木）18：00～

場所：シティプラザ大阪　1階ダイニングルーム
「Rivage」（駐車場有）

大阪府大阪市中央区本町橋2-31

TEL：06-6947-7867

地下鉄堺筋線・中央線 堺筋本町駅 12、1号出
口より徒歩6分

地下鉄谷町線・中央線 谷町四丁目駅 4号出口
より徒歩7分

報告・協議事項：親睦活動小委員会・SAA担当次年度
計画について

会費：7,000円（お食事・飲み物・個室料含）

連絡先：井本親睦活動小委員会委員長
090-1485-5332
檜皮SAA担当　090-3038-4670



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 86.20 %
3月22日の修正出席率 89.65 %

●メイクアップ
吉田 　了   3 月17日 IM6組インターシティー
  ミーティング

ニコニコBOX12
4

▲事業所設立記念のお祝い：左より吉田 了会員・村上 俊二会員・
　木村 眞敏会員・村橋 義晃会長・金森 市造会員・満村 和宏会員

▲結婚記念日のお祝い：左より安達 昌弘会員・村橋 義晃会長・
　吉田 了会員

▲お誕生日のお祝い：左より北村 薫会員・戸田 佳孝会員・村橋 義晃会長

2018-19年度 米山奨学生

蕭 宇庭（ショウ・ユー・ティン  HSIAO YUTING）

台湾出身

大阪コミュニケーションアート専門学校

専修過程　アニメーション専攻 

村橋：専従の移動例会お世話になりました。有難うご

ざいました。

西田：村上さん、卓話ガンバッテ下さい。ニコニコ

早瀬：先週移動例会有難うございました。ニコニコ

嶽下：村上会員、卓話楽しみです。

吉田：ニコニコ

山本：村上さん、卓話がんばって下さい。楽しみです。

金森：村上会員、卓話楽しみです。

ノミニー理事会欠席のおわび

北村（讓）：新人の季節、いいですね！！ニコニコ

前田：7番目の孫が幼稚園にはいりました。

村上：本日の卓話よろしくお願いします。ニコニコ

檜皮：村上会員、本日の卓話楽しみにしております。

先日の移動例会、たくさんのご参加有難うござ

いました。

北村（薫）：誕生日月自祝

戸田：高島会員、回るキーホルダー有難うございます。

学校検診のため早退します。すみません。

井本：村上会員、卓話楽しみです。

藤本：いつもニコニコ有難うございます。

本日の卓話、村上会員宜しくお願いします。

本日合計 : ￥36,000
累　計 : ￥1,596,000


