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例会場
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4

つのテスト

●真実かどうか

第1440回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

平成23年12月19日

2011年12月8日
国際ロータリー 2660地区
吹田西ロータリークラブ
阪本会長 殿

卓話「クリスマス家族会」
今週の歌「手に手つないで」

「ロータリーの理念と精神の追求」

2011年11月19日に執り行われた、ナコ
ンパノム・ロータリークラブの創立20周年
記念式典に、貴クラブから代表団のご出席
を賜り、阪本会長のご配慮と代表団の皆様
に厚く礼を申し上げます。両クラブの常に変
わらぬ親愛と友情を我々は嬉しく思っており
ます。
また、今回のご訪問に際し、タイに於け
る今般の水害の被災者に対する義援金24
万円をご持参いただきましたが、ナコンパ
ノムRCは確かに受領いたしました。今後計
画される被災民に対する援助に使わせてい
ただくことを約束いたします。
大変有り難うございました。
以上略儀ながら取り急ぎ連絡旁々お礼まで。

先週内容
会長挨拶

阪本会長

◦11年振りの皆既月食ご覧になりましたか？
◦本日は2011-2012年度の年次総会です。次
年度役員理事の選挙を行います。進行がス
ムーズに行きます様ご協力をお願いします。

幹事報告

紙谷幹事
◦パストガバナー吉川謹司様（ホテルセイリュ
ウ 代 表 取 締 役）が12月11日（日）ご 逝 去 さ
れました。詳しくは回覧致しますので、関係
のあった方々はご覧下さい。

国際ロータリー 3340地区
ナコンパノム・ロータリークラブ
会長 Pong Khanthee

出席報告

𠮷田委員長
●会 員 数 49名 ●来
客
0名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率 88.89％
●11月14日の出席率（メーキャップを含む）100％

国際奉仕委員会

ロータリー財団委員会

長屋副委員長

本日、小林会員より特別寄付を頂きました。ご
協力ありがとうございました。

小林副委員長

タイのナコンパノム・ロータリークラブより、
先般の20周年記念式典に際しての礼状が参りま
したので、披露します。

米山記念奨学会委員会

澁谷委員長

本日、元田会員より特別寄付を頂きました。
ご
協力ありがとうございました。

家族月間

次週 第1441回 例会予告

●みんなのためになるかどうか

親睦活動委員会

清水委員長

次週はクリスマス家族例会です。
時間：PM6:00 〜 9:00
場所：迎賓館（万博公園内）
また、本日中にご家族へのクリスマスメッセージ
を記入の上、ご提出下さい。

平成23年12月26日

卓話 「ナコンパノム報告」

榎原会員
木田会員
Weekly No. 1440は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1441は水間副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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ゴルフ同好会

橋本（芳）会員
吹田西RC阪本会長杯ゴルフコンペ
平成23年12月7日㈬
茨木カンツリー倶楽部（東コース）
順 位 氏 名 グロス HDCP NET
優 勝 杦本日出夫 97
22.0 75.0
準優勝 島田 重樹 89
13.0 76.0
３ 位 尾家
亮 98
21.0 77.0

ニコニコ箱

勝副SAA

◆阪本会長
年次総会をよろしくお願いします。
◆西村会員
本日、お陰様で、増益決算を発表出来ま
した。
（明日の日経新聞の片隅にでます）
◆島田会員
実 力 シ ン グ ル の 中、只1人30台。後 の
ハーフは50。やっぱりハンディーはも
らいます。結果は2位でした。
◆毛利会員
結婚記念日のお花を頂きありがとうご
ざいました。
◆瀧川会員
GSE、スリランカのご婦人、無事帰国。
お礼のメールが届きました。
◆小川会員
新井先生、エージーシュートおめでと
うございます。
◆仲辻会員
土曜日、少し楽しいことがありました。
──────────────────
本日のニコニコ箱
21,000円
累計のニコニコ箱
645,000円

年次総会

阪本会長

只今より年次総会を開催します定款・細則
の定めにより、議長は私がつとめます。会員総
数49名、本日の出席会員数は40名です。細則
第4条第4節により本総会は成立いたしました。
細則第１条第１節（ｅ）項により、役員候補
者がそれぞれ１名の場合は投票を行なわず、
出席者に賛否を問うことになっています。次
年度の役員候補者は各１名です。氏名を読み
上げます。なお、敬称は略させて頂きます。
次年度会長候補
坂口 道倫
次々年度会長候補
石﨑 克弘
次年度副会長候補
田中 慶一
次年度幹事候補
阿倍 吉秀
次年度第一副幹事候補
井伊圭一郎
次年度第二副幹事候補
島田 重樹
次年度会計監事候補
村井 正雄
以上に反対の方、挙手をお願い致します。保留
の方、挙手をお願い致します。賛成の方、挙手
をお願い致します。以上の賛否による採決の
結果、候補者全員が次期役員と決定しました。
細則第１条第１項（ｆ）項により、
次年度会長
坂口 道倫
次々年度会長
石﨑 克弘
次年度副会長
田中 慶一
次年度幹事
阿倍 吉秀
以上の４名は次年度理事に選出されました。
次に、細則第１条第１節（ｃ）項により、平
成23年11月25日付で通知しました10名の理
事候補者より、4名の理事を選ぶ選挙を投票に
よって行ないます。会場を閉鎖します。この間
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の出入はご遠慮下さい。それでは幹事・SAAは
投票用紙を会員に配布して下さい。幹事・SAA
は投票用紙を回収して下さい。総会出席会員
の数と投票用紙の数とを確認して下さい。
一致しましたか？
それでは、開票は別室にて本年度の選考委
員により行ないます。会場の閉鎖を解除して
下さい。
選挙の結果、次の方々が次年度理事に決定
しましたので、ご報告いたします。
由上 時善
澁谷 清明
荻田 倫也
橋本 芳信
なお、次点は 榎原 一滋
以上にて次年度役員・理事の選挙は終了い
たしました。これにて本年度年次総会を終了
いたします。ありがとうございました。

卓

話
元田会員

①ギ リ シ ャ 問 題 が な
かなか落ち着かず、
ヨーロッパで国債
の信頼度が低下し
て、国債の価格が下
落して利回りが上
昇しているという
報道が続いています。国債といってもいろ
いろな種類がありますので、その発行残高
については、なかなか横比較ができません。
国際通貨基金の世界経済見通しの2011年9
月号に米ドル換算の各国政府の総債務残高
が載っていました。それによると、政府の債
務残高で一番多いのはやはり米国で15兆
1538億ドルと載っています。1ドル78円で
計算するとおよそ1180兆円となります。次
が日本で同じく約1040兆円となります。そ
の後はドイツ、イタリア、フランス、イギリ
スと並んでいます。また、各国のGDPに対す
る政府債務の比率で比べると日本が第一位
と な り、GDP比 で229.1%と な っ て い ま す。
次がギリシャで152.3%、3番目がイタリア
で120.3%、4番目がアイルランドで114.1%
と続きます。逆にサウジアラビアは8.3%、
ロシアが8.5%で、これは石油や天然ガスの
おかげだと思われます。
②次に主要国の政府債務残高の推移のグラフ
についてですが、最近GDPに比べて債務残
高の割合が大きく伸びて目立っているのが、
赤色の日本と黒色のギリシャです。このグ
ラフによるとイタリアの政府債務残高の対
GDP比はそんなに増えていないように見え
ます。また、右のグラフは単年度の財政収支
ですが、他の国は今後は財務収支が改善す
る見通しのようですが、残念ながら赤色の
日本は、今後も悪化する見通しのようです。

梶山会員から卓話を頂きました

