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第1276回（本年度 第26回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 1/30 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　職業奉仕クラブフォーラム
　辻 義光 委員長

♬SONG : 「友愛の歯車」
■上半期新入会員歓迎夜例会
　18：00～　例会　オーキットテラス
　18：30～　歓迎会

先週の1月11日から昨日（後発組は1月12日から本日）まで、ベトナム
のダナン病院に行ってきました。

ダナン病院において、2016年から本年まで行ってきた継続事業であ
る、グローバル補助金を使ったVTT（職業訓練）の医療支援が今回を
もって最終回となります。



上記事業の内容は、鼻内内視鏡手術機器を贈呈し、
同機器を使った手術指導（関西医科大の医師）を行
うものでしたが、結果、ダナン病院においては毎年約
500例の手術を施行され、同事業としては所期の目
的を達したものであります。

当日、同病院では、病院の中央建物の真ん中に当中
之島RC歓迎する旨の電飾を掲げ、温かく歓迎してい
ただきました。

同日の夜は、ホテルにおいて、上記病院の医師4名と
関西医科大の医師2名と当中之島RCとの懇親会が
行われましたが、終始和やかに行われました。

それにしても、ベトナムは熱い国で、われわれが前半
居たホーチミン（サイゴン）は、25°～35°でした。

■本日の例会後には2月度理事会が開催されますの
で関係者の方は必ず出席ください。

■本日の卓話は村上会員の担当です。
　よろしくお願いします。

2019-20年度第1275回（第25回例会）
幹事報告 (1/16)

幹事  安達 昌弘

■来週の1月22日（水）は、18時より本年度第3回の
会長・幹事会が開かれます。

■1月23日（木）は職業奉仕委員会担当のクラブ
フォーラムです。
　辻 義光委員長、よろしくお願いします。

■1月30日（木）（木）の最終週は夜例会の後、恒例の
上半期新入会員歓迎会です。
　北口会員、よろしくお願い致します。

　例会は午後6時よりの開会、その後歓迎会を行い
ます。

■2月6日（木）の月初例会の日は栗山会員の卓話、
13日には辻一夫会員の卓話を予定しております。
　よろしくお願い致します。

■下岡国際委員長担当のフォーラムは2月20日（木）
に予定しております。

例会以外の予定としましては、2月15日（土）には地
区チーム研修セミナーが追手門大学茨木キャンパス
で開かれる予定で、その日の夕方からは大阪平野RC
の45周年記念パーティーがあります。

本日のメニュー

小　鉢 紅白なます　春日鯛　田作り
 菜種

三枡
 造　り 鯛　鮪　あしらい

 煮　物 小芋　白身魚揚煮
 梅花人参　蕗

 八　寸 （小鉢）黒豆　伊達巻　焼魚
 有頭海老　ともえ柿　チシャトー
 はじかみ

揚　物  蟹カダイフ揚　きす
 野菜二品

食　事 白御飯　香の物

留　椀 赤出汁



今日は2018年から2019年にかけて、日本の土地の
価格はどうであったのか？そして大阪の土地の価格
はどうなっているのか？とくに大阪の商業地の価格
の動きはどうなのか、またこの動きに影響があるイン
バウンドの動向についてお話したいと思います。

1．令和元年7月1日に国土交通省が発表した基準地
価格から見える地価動向

（平成30年7月以降の1年間）

（1）全国の地価動向の特徴（別添資料 -1）

三大都市圏と地方圏での地価変動の二極化がみ
られます。

全国平均では、全用途平均が2年連続で上昇と
いうのはバブル期以来です。

三大都市圏では、全用途平均で上昇基調を強め
ていますが、地方圏では、商業地、

工業地が約30年ぶりに上昇に転じていますが、
住宅地については下落基調が続いています。

地価動向とインバウンドの影響

村上 俊二

（2）変動率上昇上位地点とその背景と今後の動向

①変動率上昇上位地点（別添資料 -2）

変動率の上位は地方の上昇がみられます。そ
して商業地には第3位に難波・心斎橋の地点が、
坪8,000万円で出ています。そして新大阪・江
坂も上位にでてきました。

②背景

インバウンドの動向（旅行者数、旅行消費額の
推移）（別添資料 -3）

別表3をみていただきますと、2018年度と比べ
2019年の総数は少し増えた程度ですが、中国
人は増え、韓国人訪日客が極端に減っています。

月別訪日外国人数（10月、11月を含む）は、日
韓関係の悪化による影響はラグビーＷカップ
により旅行者数には大きな変動はありません
でした。日韓関係悪化が長期化すれば、今後、
訪日外国人数の減少が予想されます。

但し、今年は7月のオリンピック、8月のパラリン
ピック開催による一時的な増加が見込め2019
年が約3,250万人に対し約3,500万人と予想
されています。

全　国

　三大都市圏

　東京圏

　大阪圏

　名古屋圏

地方圏

　地方四市

　その他

全用途

0.4

2.1

2.2

1.9

1.9

▲0.3

6.8

▲0.5

旅行者数（万人）

1月～3月

769.4

208.1

116.4

50.1

187.1

36.4

全国籍

韓国

台湾

香港

中国

米国

旅行消費額（億円）
／1人当たり

住宅地

▲0.1

0.9

1.1

0.3

1.0

▲0.5

4.9

▲0.7

商業地

1.7

5.2

4.9

6.8

3.8

0.3

10.3

▲0.2

旅行者数（万人）

4月～6月

805.0

177.1

116.6

58.2

200.2

49.8

全国籍

韓国

台湾

香港

中国

米国

旅行消費額（億円）
／1人当たり

11,018／143,206円

1,479／  71,086円

1,492／128,172円

805／160,578円

3,877／207,235円

620／170,329円

12,613／156,670円

1,222／  69,013円

1,432／122,831円

901／154,910円

4.550／227,221円

944／189,438円
国土交通省全国の地価動向



⑥背景

ⅰ）人口の減少
秋田県、岩手県では前年に比べ1％以上人
口が減少しています。
秋田県：▲1.22％、岩手県：▲1.12％

ⅱ）高齢化の進行
平成30年現在の高齢化率は、最も高い秋
田県で36.4％

ⅲ）自然災害

2．大阪府の地価動向

これまで、全国の地価の動きをみてきましたが、大
阪府の地価はどうでしようか？

先ほどの全国地価の上昇率第3位の難波・心斎橋
の地点がいつも注目を浴びています。

また同時に、北の梅田の地点も注目されています。
（別添資料 -5、-9）

しかしキタとミナミ、同じようですが地価上昇の背
景の違いがあるようです。

（1）地価だより

①資料の5．大阪市内、北大阪の上昇率が大きい。

②資料の9．商業地の上昇率上位地点は新大阪
にもひろがる。

③去年の8月4日の日経新聞に興味深い記事が
ありました。資料 -6をご覧ください。

訪問客は西に消費は東でとあります。

③では、（別添資料 -4）をご覧ください。訪日客は
どうも「地方へ直行」がふえているようであります。

このインバウンドの人達が日本のどこを訪れて
いたのか？

昨年12月22日付の日経新聞に2018年に成田
や関空など主要6空港以外の地方空港から入
国した訪日客は前年比11.7％増の758万人と
なり、入国者数全体の25.2％に達した。客数は、
08年の5.5倍となったとあります。地方空港を
利用した訪日客は福岡・241万人、那覇・175
万人、新千歳・169万人で、東京や京都など
「ゴールデンルート」以外を見たいという訪日リ
ピーターの注目を集めています。

先ほど全国の上昇率上位をご紹介しましたが、
地方に訪問客を集める北海道と沖縄が圧倒的
に上昇率上位をしめています。

この上昇した理由として考えられるのは倶知
安：ニセコ観光圏が外国人に認知され観光客の
増加、別荘地需要、リゾート需要であります。施
設従業員宿舎の需要等の増加が認められます。

那覇：2018年の沖縄県の観光客数は約980
万人で6年連続増加しており、ホテル用地の需
要が続いています。但、空路で韓国便の運休や
減便等により、8月の観光客数は8年ぶりに前
年同月を下回っています。

格安航空機で訪れ、民泊で宿泊費を抑え、たこ
焼きなどで食費も浮かす。

買い物客は最後の訪問地の東京でお金を使う
という記事です。

確かに、旅慣れたバック・パッカーといわれる
人たちはそうかもしれません。

どれくらいの人がいるのでしょうか？

大阪市は民泊の届け出は全国市区町村で全
国1位であります。2018年の訪日客の民泊市
場は737億円で、都道府県別の市場規模は1
位は東京で228億円、2位は大阪で163億円で
あります。西成区の民泊は一番やすいところ
で、宿泊費5,000～6,000円のようです。でも2
日もいて、毎食、たこ焼きをたべる訳にはいか
んと思います。食費も考えると1日8,000円～1
万円かかりそうです。

となるとこういう人たちは160万人～200万人
位になりそうです。

④ところで外国人の延べ宿泊者数

民間ホテル専門メディアによりますと、2019年
7月時点の、大阪府の宿泊施設は1,672、部屋
数にして113,443室となっています。新規開業
予定施設は107、部屋数にして22,873室と激
増が見込まれています。先ほどの資料-8の記
事にもありますが、大阪府宿泊者の4割はイン
バウンドの人達です。

⑤旅行消費

先ほどの記事とは違い、政府観光庁が公表し
た観光白書がでています。

関西の観光産業がインバウンドに支えられて
いる構図がわかります。

日本人をあわせた旅行消費に占めるインバウ
ンドの消費の割合は大阪府が46.2％で全国1
位でした。東京都が2位、京都府が3位でした。
ほんとに大阪府はインバウンドの旅行消費に
支えられています。

3．大阪都心部の地価動向

（1）キタの動向

オフィス需要が増加し、梅田地区のオフィス空室
率は11月時点で1.15％と8か月連続で1％台と
バブル期以来の空室不足となっています。平均賃
料も11月時点で坪当り15,497円と上昇傾向に

あります。

背景としては、人材不足の影響で、優秀な人材確
保の為、利便性の高い都市部への移転が求めら
れています。

また働き方改革に並行してオフィス機能の多様
化に伴い、より広い快適なスペースの需要が高
まっています。

一方、訪日外国人客の増加で、オフィスビルがホ
テルにリノベーションされるなど、ビルの供給が
圧迫されています。

賃貸オフィス専門で大手の三鬼商事によります
と、2018年、2019年と新規の供給は少なく、今
後、オフィスの新規の大型供給は、大阪梅田ツイ
ンタワーズ・サウス（阪神百貨店と新阪急ビルの
建て替え）など2022年までなく、当面は供給が増
える要素はないとのことであります。

また先に新大阪や江坂が全国上昇率上位になっ
ておりますのも、このキタのオフィスビル不足影
響を受け御堂筋線の北に延びて行った結果と思
われます。

さらにキタでは空室率の低下賃料の高止まりの
状況において、J-REITや私募ファンド、大手不動
産会社、国内外の大型機関投資家の投資意欲は
旺盛で、まだ当面地価上昇は続きそうであります。

（2）ミナミの動向

ミナミの大阪市中央区に、約1,400万人のインバ
ウンドの人が訪れていました。

そこでインバウンドの人達が沢山集まっていると
いう心斎橋筋にひしめいているドラッグストアの
動向をみてゆきます。

心斎橋地区についても、引き続きドラッグストア
の出店がみられます。

現在の出店ニーズは、訪日外国人の買い物動線
となる長堀以南の心斎橋筋商店街から戎橋の間
のハイストリートの中でも、プライム立地に限定
されています。

従前のようにドラッグストア同士が競合し、賃料
が競い上がるような事例は見られません。

今期、心斎橋ハイストリートの空室率は対前期比
横ばいの1.5％となります。

今期のプライム賃料（想定成約賃料）は12期連
続の30万円（月/坪）。賃料レンジの上限を押し上

旅行者数（万人）

7月～9月

709.3

107.1

116.6

54.6

230.5

39.7

全国籍

韓国

台湾

香港

中国

米国

旅行消費額（億円）
／1人当たり

11,734／165,425円

915／  85,421円

1,363／116,876円

850／155,690円

4,821／209,168円

787／197,979円

商業地 住宅地

倶知安町
北海道 倶知安5-1 75,000円（+66.7％）倶知安-2

60,000円
（+66.7％）

那覇市
沖縄県 那覇5-9 580,000円

（+50.3％） 那覇-21
229,000円
（+27.2％）

住宅地 商業地

秋田県

福井県

山梨県

岐阜県

△2.0％

△1.6％

△1.4％

△1.4％

秋田県

岩手県

福井県

徳島県

△2.1％

△1.6％

△1.5％

△1.5％

2019年1月～9月、国土交通省観光庁：
訪日外国人消費動向

インバウンドの増加による地価上昇地区

④その他

ⅰ）札幌市：2030年度北海道新幹線延伸への
期待。（商業地が11％上昇）

ⅱ）千葉県一宮市：東京オリンピックサーフィン
会場となり、サーフショップ等の店舗需要
増加。（住宅地・商業地とも10％上昇）

変動率下落地区とその背景

ほとんどインバウンドが訪れていない府県の
地価は下落しています。

⑤都道府県別変動率下落地区



⑥背景

ⅰ）人口の減少
秋田県、岩手県では前年に比べ1％以上人
口が減少しています。
秋田県：▲1.22％、岩手県：▲1.12％

ⅱ）高齢化の進行
平成30年現在の高齢化率は、最も高い秋
田県で36.4％

ⅲ）自然災害

2．大阪府の地価動向

これまで、全国の地価の動きをみてきましたが、大
阪府の地価はどうでしようか？

先ほどの全国地価の上昇率第3位の難波・心斎橋
の地点がいつも注目を浴びています。

また同時に、北の梅田の地点も注目されています。
（別添資料 -5、-9）

しかしキタとミナミ、同じようですが地価上昇の背
景の違いがあるようです。

（1）地価だより

①資料の5．大阪市内、北大阪の上昇率が大きい。

②資料の9．商業地の上昇率上位地点は新大阪
にもひろがる。

③去年の8月4日の日経新聞に興味深い記事が
ありました。資料 -6をご覧ください。

訪問客は西に消費は東でとあります。

格安航空機で訪れ、民泊で宿泊費を抑え、たこ
焼きなどで食費も浮かす。

買い物客は最後の訪問地の東京でお金を使う
という記事です。

確かに、旅慣れたバック・パッカーといわれる
人たちはそうかもしれません。

どれくらいの人がいるのでしょうか？

大阪市は民泊の届け出は全国市区町村で全
国1位であります。2018年の訪日客の民泊市
場は737億円で、都道府県別の市場規模は1
位は東京で228億円、2位は大阪で163億円で
あります。西成区の民泊は一番やすいところ
で、宿泊費5,000～6,000円のようです。でも2
日もいて、毎食、たこ焼きをたべる訳にはいか
んと思います。食費も考えると1日8,000円～1
万円かかりそうです。

となるとこういう人たちは160万人～200万人
位になりそうです。

④ところで外国人の延べ宿泊者数

民間ホテル専門メディアによりますと、2019年
7月時点の、大阪府の宿泊施設は1,672、部屋
数にして113,443室となっています。新規開業
予定施設は107、部屋数にして22,873室と激
増が見込まれています。先ほどの資料-8の記
事にもありますが、大阪府宿泊者の4割はイン
バウンドの人達です。

⑤旅行消費

先ほどの記事とは違い、政府観光庁が公表し
た観光白書がでています。

関西の観光産業がインバウンドに支えられて
いる構図がわかります。

日本人をあわせた旅行消費に占めるインバウ
ンドの消費の割合は大阪府が46.2％で全国1
位でした。東京都が2位、京都府が3位でした。
ほんとに大阪府はインバウンドの旅行消費に
支えられています。

3．大阪都心部の地価動向

（1）キタの動向

オフィス需要が増加し、梅田地区のオフィス空室
率は11月時点で1.15％と8か月連続で1％台と
バブル期以来の空室不足となっています。平均賃
料も11月時点で坪当り15,497円と上昇傾向に

あります。

背景としては、人材不足の影響で、優秀な人材確
保の為、利便性の高い都市部への移転が求めら
れています。

また働き方改革に並行してオフィス機能の多様
化に伴い、より広い快適なスペースの需要が高
まっています。

一方、訪日外国人客の増加で、オフィスビルがホ
テルにリノベーションされるなど、ビルの供給が
圧迫されています。

賃貸オフィス専門で大手の三鬼商事によります
と、2018年、2019年と新規の供給は少なく、今
後、オフィスの新規の大型供給は、大阪梅田ツイ
ンタワーズ・サウス（阪神百貨店と新阪急ビルの
建て替え）など2022年までなく、当面は供給が増
える要素はないとのことであります。

また先に新大阪や江坂が全国上昇率上位になっ
ておりますのも、このキタのオフィスビル不足影
響を受け御堂筋線の北に延びて行った結果と思
われます。

さらにキタでは空室率の低下賃料の高止まりの
状況において、J-REITや私募ファンド、大手不動
産会社、国内外の大型機関投資家の投資意欲は
旺盛で、まだ当面地価上昇は続きそうであります。

（2）ミナミの動向

ミナミの大阪市中央区に、約1,400万人のインバ
ウンドの人が訪れていました。

そこでインバウンドの人達が沢山集まっていると
いう心斎橋筋にひしめいているドラッグストアの
動向をみてゆきます。

心斎橋地区についても、引き続きドラッグストア
の出店がみられます。

現在の出店ニーズは、訪日外国人の買い物動線
となる長堀以南の心斎橋筋商店街から戎橋の間
のハイストリートの中でも、プライム立地に限定
されています。

従前のようにドラッグストア同士が競合し、賃料
が競い上がるような事例は見られません。

今期、心斎橋ハイストリートの空室率は対前期比
横ばいの1.5％となります。

今期のプライム賃料（想定成約賃料）は12期連
続の30万円（月/坪）。賃料レンジの上限を押し上



日　時：2020年1月16日（木）　13：40～14：10
場　所：太閤園　2F　サファイヤルーム
出席義務者：理事・役員
出席者：木村・金森・村橋・下岡・辻（義）・梅原・北村（薫）・岡本・井本・安達・村上　以上11名（敬称略）
出席者：西田・辻（一）・藤本　以上2名（敬称略）

2019-2020 年度 第8回　2月度定例理事会議事録

開会の挨拶（木村会長）

本日は第8回目の理事会ですが、前期にだいたい大
きな事業は終えていますが、後期にはロータリーデイ
とフレッシュロータリアンの大事業があります。しかし、
いままで正式な報告はなされていませんでしたが、今
日進捗状況について報告します。

この件以外の案件については、すみやかに審議を進
めていただきます様にお願いします。

【審議事項】

1. 下半期年間行事計画について（安達幹事）

全体としての予定に変更はありません。

また来月よりノミニ―理事会が始まります。

4月25日～27日、台北福齢RC周年記念行事有。（非公

式訪問ではあるが希望者を募る予定）

2. 三世代合同奉仕事業について（井本委員長）
大阪天満橋RCがホストクラブで社会福祉法人「聖家

げる事例はありませんでした。一方で、ドラッグス
トアの出店戦略に変化が見られますが、賃料相
場は下がっていません。

旺盛なオフィス需要を背景に、キタの勢いが回復
していますが、インバウンドで賑わうミナミは引き
続き投資は活発であります。その結果一度縮まっ
たキタとミナミの価格差はさらに拡大しました。

具体的にみて行きますと、2018年7月1日にミナ
ミの地点は1㎡あたり1,680万円（坪あたり5,500
万円）とキタの地点は1,620万円（坪あたり5,300
万円）と一旦縮まったのですが、2019年7月1日
にはミナミは1㎡あたり2,440万円（坪あたり
8,000万円）、キタは2,170万円（坪あたり7,100
万円）とかなり開いてしまいました。本当にこのよ
うな価格に成るのかの検討をします。

（3）ミナミの動向の検討

今年のミナミの基準地の最高価格地である大阪
中央（府）5-3、宗右衛門町7-2住友商事心斎橋ビ
ル（旧クリサス心斎橋）がなんと去年6月に米投
資ファンドから住友商事に売却されました。

売買金額：約208億円

敷地面積：502.19㎡（約152坪）

延べ床面積：2,509.46㎡（約759坪）

竣工時期：2009年9月

土地建物込みの単純計算で坪約1億3,700万円
となり、2019年7月1日の基準地価格の㎡当たり
2,440万円、坪当たり8,000万円と、公示ポイント
が取り引きされ差の実勢価格との差が5,000万
円あり大変大きい。この価格はほんとうか？

この価格を裏付ける取引事例があります。（別添
資料 -10）をご覧ください。

2018年1月坪あたり1億5,000万円で取引されて
います。こう見て行きますと、やがて心斎橋筋が
坪あたり1億円する時代になるのも間近だと思い
ます。

中央（府）5-3

所在地：宗右衛門町7-2
　　　  住友商事心斎橋ビル（旧クリサス心斎橋）

H30年7月1日

16,800,000円

R元年7月1日

24,400,000円

変動率

45.2％

北（府）5-2

所在地：大深町4-20 グランフロント南館

H30年7月1日

16,200,000円

R元年7月1日

21,700,000円

変動率

34.0％



【’20年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）
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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1278

1279

1280

1281

28

29

30

31 

国際奉仕委員会クラブフォーラム

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

卓話担当：栗山会員

卓話担当：辻一夫会員

国際奉仕委員長：
下岡委員長

卓話担当：辻義光会員

地区チーム研修セミナー
　日程：2/15（土）
　会場：追手門大学茨木キャンパス
地区ロータリー財団補助金管理
セミナー
　日程：2/29（土）
　会場：大阪YMCA会館 

族の家」の子供達と「琵琶湖遊覧船」に乗船する奉仕

活動であります。2019年10月12日（土）の予定でした

が、台風のため2020年3月20日（金、祝）に延期されま

した。中之島RCは前回参加者予定者が、6名で少な

かったので、今回多数の参加を希望します。

3. ベトナム訪問について（下岡委員長）

ベトナムダナン病院へのVTT支援活動は5年目の今年

度で終了します。今回は、1月11日～14日の1班と1月

12日～15日の2班に分かれてベトナムのダナン及び

ホーチミンを訪問しました。

1月13日に、両班合同でダナン病院の記念式典に出

席し、その後ダナン病院の先生やスタッフとの懇親会

に参加しました。

4. 職業奉仕委員会から報告（辻義光委員長）

1月は職業奉仕月間で来週23日に職業奉仕フォーラ

ムがあります。テーマとしては「職業をとおして社会に

奉仕するとは」のことを掘り下げて議論してゆきたい。

5. 親睦活動委員会から報告（梅原委員長）

・クリスマス家族会を12月19日（木）例会後、18時30

分より実施。参加人員は72名でした。

・内容については新しいマジシャンと歌グループに加

え、ビンゴゲームもあって盛況でした。

別紙クリスマス家族会決算書のとおり、収支は当初

の支出より少なく抑えられ、委員会予算範囲内でうま

く運営できました。

・太閤園3RC懇親会が3月26日に予定されています。

内容については、委員会で協議をしてゆきます。

・蔵屋敷地図についてはお手元のコピー程度ならば

使用可能とのことです。

・新入会員の小原理恵会員の委員会所属は親睦活動

委員会とする。　⇒［ 承認 ］

6. ロータリーデー・フレッシュロータリアン親睦交流
会の進捗について（木村会長）

●ロータリーディ

日時：2020年5月9日（土）開会13時～16時15分

会場：太閤園　3階ダイヤモンドホール

基調講演：戸田 佳孝会員（大阪中之島RC）

テーマ：「青少年が気をつけないと将来損をする

肩・腰・脚」

シンポジウム

テーマ：「青少年の将来に向けての健康つくり」

コーディネーター…高島 凱夫（大阪中之島RC）

パネリスト…戸田 佳孝（大阪中之島RC）
金森 市造（同上）

遠山 祐司（都島医師会 会長）

●フレッシュロータリアン親睦交流会（会場：太閤園）

時間：17時～19時30分

目的：入会5年未満の人達に集まってもらい、他のク

ラブの人達との交流により親睦を深めてゆく

ことでロータリーのよさを知る機会とします。

そして出来れば5年未満の方の退会者を出さ

ないようにしたい。

実行委員長…丸山委員長

村木副委員長

上瀬副委員長

7. その他

金森エレクトより

インターアクトの件で3年後の海外研修に開明中学・

高校がホスト役となりますので、2月より始まるノミ

ニー理事会で早期にその準備のための特別委員会を

つくります。

閉会の挨拶（金森会長エレクト）

本日は慎重審議有り難うございました。各委員長のお
話があり、国際奉仕委員会の台北訪問、三世代合同
奉仕事業の琵琶湖のビアンカも参加の検討もしたい
と思います。今日は有り難うございました。



【’20年3月 行事予定】　（水と衛生月間）
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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1282

1283

-

1284

32

33

-

34

北村ガバナー補佐訪問日

休会⑤→祝日振替

太閤園3RC懇親会・夜例会

卓話担当：山本会員

第3回クラブ協議会

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/7（土）
　会場：立命館大学茨木キャンパス
三世代合同奉仕事業（天満橋RC）
　日程：3/20（祝）9：30
　会場：ヒルトンホテル

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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1285

1286

1287

1288

-

35

36

37

38

39 休会⑥→祝日振替

卓話担当：西田会員

卓話担当：上瀬会員

卓話担当：植屋会員

卓話担当：小林会員

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

地区研修・協議会
　日程：4/18（土）
　会場：立命館大学茨木キャンパス
台北福齢RC記念例会訪問
　日程：4/25（土）～27（月）
　※非公式

【’20年4月 行事予定】　（母子の健康月間）

ニコニコBOX16
1

●出席報告
会員数 37名 国内ビジター 0名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 13名

出席率 63.88 %
12月12日の修正出席率 85.71 %

●メイクアップ
福田 忠博 12月14日 地区大会
杉村 雅之 12月14日 地区大会
高島 凱夫 12月14日 地区大会
植屋 　亨 12月14日 地区大会
上山 英雄 12月14日 地区大会

木村：ベトナム暑かったです。

辻（一）：ニコニコ

下岡：ベトナム医療支援に行ってきました。木村会長・

吉田さん、植屋さんに大変お世話になりました。

ありがとうございました。

吉田：ニコニコ

早瀬：法要の為、早退します。申し訳ありません。

嶽下：ニコニコ

前田：今年初めてです。皆様よろしく。

村上：今日の卓話宜しくお願い致します。

上山：村上さんの卓話楽しみです。

植屋：ベトナムより無事帰国。楽しい時間を過ごせま

した。

ありがとうございました。

戸田：ダナンのVTT訪問、お疲れ様でした。

小原：今回は出張の為出席できませんが、次回を楽し

みにしています。ニコニコ

本日合計 : ￥32,000

累　計 : ￥838,500

第4回親睦委員会
1月16日（木）19：00より天満橋のアシャールにて第
4回親睦委員会を開催いたしました。下半期の活動
について楽しく活発に意見交換しました。ご参加頂い
た皆さまありがとうございました。

親睦活動小委員長  梅原 一樹


