
　　　Rotary　International　2017-18 　　　国際ロータリー第2670地区
　　　　会長　イアンＨ．Ｓ．ライズリー 　　　　　ガバナー　柳澤 光秋
　テーマ

　　　　ロータリー：変化をもたらす

 　平成２９年１２月５日（火）
　  2017～2018年度　第４３年度　第２２回　 通算第２０６０回例会
　　≪会長ひとこと（ふたこと）≫

　　　　　テーマ　 （イノベーション　 パラダイムシフト　 幸福）

　　石角　　莞爾　　朝日新聞出版　　1,400円　５月
　 　

ナカモト　サトシ　　英ガーディアン紙が「2013年・今年の顔」には、パナマ文書のエドワード・
スノーデン、第266代ローマ法王に就任したフランシスコ法王がランクインした。

⇒京都大学数理解析研究所の望月新一教授　　「ビットコイン：P2P電子マネーシステム」
　
　犯罪の入り込む余地のない　送金の手段

ブロックチェーン 　

　フィアット・ーカレンシー　戦争や国家の意図で価値が左右される。

　クリプト・カレンシー　ケニアでは1700万人が使用。スイスにはATMもある。

「投機商品で胡散臭い」　⇒　×

　◐ 「2017年 後継者問題に関する企業の実態調査」の結果が発表されました（11月28日）

　　この調査によると、国内企業の３分の２に相当する66.5％が後継者不在となっているそうです。
　　また、業種別に見ると、サービス業（71.8％）、建設業（71.2％）、不動産業（69.0％）、小売業
　　（67.44％）、卸売業（64.9％）において後継者不在率が高くなっています。
　　経済産業省の推計によると、後継者問題によって中小企業の廃業が急増することで、2015～
　　2025年頃までの10年間で約650万人の雇用が喪失する可能性がある。
　　昨日（11/29）、厚生労働省より平成29年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果が発表
　　されました。
　◐ 平成29年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果　(11月29日)
　　製造業・卸売業・小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働
　　者100人以上を雇用する企業を対象に調査。平成29年中に「１人平均賃金を引き上げた・引き
　　上げる」は87.8％（前年86.7％）、１人平均賃金の改定額（予定を含む）は5,627円（同5,176円）
　　改定率は2.0％（同1.9％）で、いずれも前年を上回る結果となっています。
　◐ 大卒内定率が75.2％で過去最高水準（11月17日）
　　厚生労働省・文部科学省が来春大卒予定者の就職内定率（10月1日時点）を発表し、75.2％
　　（前年同期比4.0ポイント増）となり、調査開始以降で過去最高となったことがわかった。
　　国公立は73.3％（同5.7ポイント増）、私立は75.7％（同3.3ポイント増）、文系は74.4％（同3.0
　　ポイント増）、理系は78.6％（同7.9ポイント増）となった。

　　≪ＩＭのご案内≫　 高松北ＲＣ　原 径一 様、王 参 様

 本年度、インターシティミーティングのテーマは「共有と独創」です。
各クラブで取り組まれている五大奉仕事業の中でも特色のある事業
（継続されている事業・誇れる事業・新しい取り組みの事業など）を
広く他クラブと情報共有することで、今後の奉仕活動の参考にして
いただきたいという思いで行います。
　奉仕活動を育む充実した時空を香川県のロータリアンみなさんで
共有しましょう。

　四つのテスト 　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか言行はこれに照らしてから

WEEKLY　REPORT

　　丸亀東ロータリークラブ　　＜第４３年度＞　 ROTARY：MAKING A DIFFERENCE
会長　名倉 良成　　 幹事　塩野 拓二

労働・社会保険の情報

『ビットコインは金貨になる』



　　【会長報告】

◆ 米山奨学生の呉若蘭さんが例会参加しております。→１２月分奨学金を渡す。呉さん→一言・・

　　【副幹事報告】

◆ ≪例会変更≫
観音寺東ＲＣ １２月１２日(火)⇒１８：３０～観音寺グランドホテル

〃 １２月２６日(火)⇒休会
〃 　１月　２日(火)⇒休会
〃 　１月１６日(火)⇒１月１８日(木)18：30～観音寺グランドホテル

坂出ＲＣ １２月１９日(火)⇒１２月２２日(金)18：30～セント・カテリーナ
〃 　１月　２日(火)⇒休会

観音寺ＲＣ １２月２１日(木)⇒１８：３０～琴弾荘
〃 １２月２８日(木)⇒休会
〃 　１月　４日(木)⇒休会
〃 　１月１８日(木)⇒１８：３０～観音寺グランドホテル

◆ 本日例会終了後、１２月理事会を開催いたしますので役員・理事の方は出席して下さい。

　　【プログラム】　❤ 年次総会（会長・次期会長）

名倉会長
　 当クラブ　2017～2018年度　年次総会を開催いたします。

報告いたします。

役員指名委員会におきまして慎重な審議の結果を発表いたします。

発表いたしますので、拍手をもってご承認願います。
　　2018～2019年度　　 会  長 稲毛　謙二

〃 幹  事 氏家　正俊
〃 　　　副会長；会長ノミニー 伊賀　重夫
〃 　　　副幹事；幹事ノミニー 片岡　浩昌

ご承認ありがとうございました。

 この後　2018～2019年度　役員・理事を会長エレクトより発表いたします。
　
稲毛次期会長 　2018～2019年度　　役員・理事を発表します。

拍手をもってご承認願います。

名倉会長
　 お願いします。　　　（順番に呼び出し・・・挨拶）

     ありがとうございました。
次期会長より お知らせがあります。

　
稲毛次期会長

下さい。
　
名倉会長  2018～2019年度　年次総会を終了いたします。

第１ 　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２ 　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

　する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３ 　ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理

　念を実践すること。
第４ 　奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推

　進すること。

只今より丸亀東ロータリークラブ  定款第６条 第２節、細則第５条 第１節 により

本日の出席は　３２名　で　細則第５条第３節の定足数を満たしていることを

議案　2018～2019年度　役員選挙について　10月11日　に行なわれました

当クラブ 細則第３条 第１節により　第１回理事会を開催し、Ｓ・Ａ・Ａ、副Ｓ・Ａ・Ａ

の選出を行ないますので、本日選出されました次年度 役員・理事の方はお残り

それでは、全会一致で、ご承認いただきました方々に、就任受諾のご挨拶を



会　長 稲毛　謙二 佐藤　昌延

副会長 伊賀　重夫  岡　　千枝

幹　事 氏家　正俊 入江　英樹

副幹事 片岡　浩昌 山下　孝志

会　計 神原　太一 木村　義正

直前会長 名倉　良成 塩野　拓二

 原　  将嘉

平川  惠一

　☆PETS・DTTS　　2018年2月25日(日)リーガロイヤルホテル新居浜

　☆地区協議会・研修会　　2018年3月11日(日)リーガロイヤルホテル新居浜

　☆地区大会　　　　2018年10月27日(土)・28日(日)新居浜市

　　【本日のニコニコ】

☬ 高松北ＲＣ・原様と王様にＩＭのＰＲにお越しいただいて ：名倉　良成 会長

☬ 年次総会を無事終えて、2018-2019年度役員に選ばれて ：名倉　良成 会長

☬ 年次総会を無事終えて、2018-2019年度役員に選ばれて ：稲毛　謙二 副会長

☬ 2018-2019年度役員・理事に選ばれて 副会長 ：伊賀　重夫 さん

☬ 〃 幹事 ：氏家　正俊 さん

☬ 〃 副幹事 ：片岡　浩昌 さん

☬ 〃 ：佐藤　昌延 さん

☬ 〃 ：入江　英樹 さん

☬ 〃 ：山下　孝志 さん

☬ 〃 ：木村　義正 さん

☬ 〃 ：平川　惠一 さん

☬ お先に失礼して ：山下　峰彦 さん

　　【来訪ロータリアン】　（２名）

◎　 原　径一 　 　

◎　 王　　参 　 　

　　【メークアップ】　（なし）

　　【出席報告】 　第２０６０回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３３名 ４名 ８９．１９％

　第２０５８回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３３名 ４名 ８９．１９％

　四つのテスト 　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

＜１２月５日（火）現在＞

＜１１月２１日(火)例会分＞

　２０１８～２０１９年度　役員・理事

理事（会員増強・維持・退会防止）

理事（親睦活動）

理事（ロータリー財団）

言行はこれに照らしてから

理事（クラブ広報）

理事（職業奉仕）

理事（社会奉仕）

理事（国際奉仕）

理事（プログラム）

氏　（　高松北　ＲＣ　）

氏　（　高松北　ＲＣ　）

（理事）会員増強・維持・退会防止

（理事）職業奉仕

（理事）社会奉仕

（理事）国際奉仕

（理事）ロータリー財団



　 　 　 　

　　【１２月１２日（火）例会プログラム】

会　員　卓　話　　（氏家正俊副幹事）

　　【１２月１９日（火）例会プログラム】

クリスマス家族会　（親睦活動委員会）

【オークラホテル丸亀12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ　午後7時開会】

　≪１２月２６日(火)・１月２日(火)例会は“休会”です≫

　　【１月９日（火）例会プログラム】

　　　　丸亀ＲＣとの合同新年例会　（親睦活動委員会）

　　　　　【山北八幡神社にてお祓い　　午後６時～】

　　　　　【オークラホテル丸亀２Ｆ鳳凰東の間　午後７時開会】

第１ 　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２ 　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

　する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３ 　ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理

　念を実践すること。
第４ 　奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推

　進すること。
　オークラホテル丸亀　☎23-2222

事務所 　オークラホテル丸亀４３０号室 　TEL；0877-21-6611　　FAX；0877-21-6655
例会日 　毎週火曜日　PM12:30～PM1:30 　URL；http://www.marugame-east-rc.com

　E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場
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