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稲毛 謙二

第７回

幹事

＜第４４年度＞

氏家 正俊

通算第２０９４回例会

【会長報告】
◆

８月１１日（土）会員増強地区セミナー・クラブ研修リーダー育成セミナーに氏家幹事と出席しました。

【幹事報告】
◆

◆
◆

◆

９月１１日（火）例会変更→９月１４日（金）午後７時～オークラホテル丸亀12Ｆエメラルドにて「台湾
（3520地区）ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・岡山後楽園ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのサイクリングチーム歓迎会」を行ないます。
案内文を配布しておりますので出欠返答お願いします。
１０月２６日・２７日・２８日「地区大会本登録のお願い」文書を配布しておりますので出欠返答をお
願いします。
前々回。例会終了後。８月の理事会を行ないました。
① ８月・９月・１０月プログラムの件
・・・・・ 承認
② 新入会員候補者（正田順治氏）について ・・・・・ 承認
③ 「平成３０年７月豪雨」災害への義援金について ・・・・・ 承認
＊８月２１日・２８日の例会時に会員様より１口：１，０００円の義援金をお願いする。
④ 2017-2018年度決算書・2018-19年度予算書(案)の件 ・・・・・ 承認
本日。例会終了後、臨時理事会を行ないますので、役員・理事の方はお残りください。

【プログラム】

❤ 会員卓話 （第４年度入会：高木 敏仁 会員）

『カジノＩＲ法案成立』
4月27日―閣議決定 7月20日―国会にて成立
日本国内で3か所 大阪、横浜、北海道（苫小牧）、和歌山、長崎
有力候補―大阪（松井知事2024年夢州に開業予定）
入場料（日本人）―6,000円（シンガポール8,000円）―外国人は無料
週3回 1か月（28日）10回（日本人に制限）―外国人は無制限
昭和22年9月17日生
国の収入―収益の30％＝1600億円
仮算用―1日の売上100億円－利益5億円×365日＝1825億円
(株)高木工業所・会長
1825億円×30％＝547.5億円×3か所＝1642.5億円
ちなみに 公営ギャンブル売上―2兆2654億円
昭和５３年８月１日入会
国の収入―売上の10%＝2265億円
※カジノの種類
バカラ

― カード9

バンカーとプレイヤー 10～15人 還元率98.8％
還元率99.0％
ブラックジャック ― カード21 5～6人
ルーレット ―1～36、0、00 1/38 赤黒1/2 縦横ライン 還元率97.3％
還元率95.0％
スロットマシーン ― 77777

その他、ポーカー他数十種類
※公営ギャンブルについて
競艇 ― 全国24場 売上―1兆2063億円 国土交通省
6艇 2連単―30通り 3連単―120通り
舟券作戦―エンジン、選手の技量、インコース有利

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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

競輪 ― 全国43場 売上―6350億円 経済産業省
9車 2連単―33通り 3連単―504通り
車券作戦―出身地とか同期で隊列を組む、残り2周でジャンが鳴る
展開を理解出来ないと当たらない
競馬 ― 中央10場、地方15場 売上―3553億円 農林水産省
フル枠18頭 単勝、複勝、ワイド、3連単―4896通り
馬券作戦―馬の血統 状態 ジョッキーの実力
オートレース ― 全国5場 売上―688億円 経済産業省
8車 3連単―366通り
車券作戦―選手の技量と駆け引き
公営ギャンブル 売上合計―2兆2654億円 還元率70％～80％
宝くじ（総務省） 売上―1兆419億円 還元率46％
サッカーくじ（文部科学省） 売上―905億円 還元率50％
総売上の10％は国税庁が召し上げて、その一部を所轄官庁へ還元している。
ギャンブラーは優良納税者であります。

【本日のニコニコ】
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

本日。会員卓話を無事終えて
：高木 敏仁 さん
高木さんの素晴らしい卓話をお聞きして。ありがとうございました：稲毛 謙二 会長
高木さん。卓話 ありがとうございました
：氏家 正俊 幹事
高木さん。卓話 ありがとうございました
：小宮山 滋 Ｓ・Ａ・Ａ
高木さんの会員卓話を拝聴して
：平川 惠一 さん
高木さんの卓話をお聞きして
： 岡 千枝 さん
本日会場出席者数が３０人を超えました
：久保田剛司 出席委員長
誕生日を皆様にお祝いしていただいて
：山田 耕治 さん
しょっちゅう休んですいません
： 原 将嘉 さん

【来訪ロータリアン】 （なし）
【メークアップ】 （なし）
【出席報告】
会員総数

３９名
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７５．００％

＜７月３１日（火）分＞

第２０９２回例会
会員総数

９名

出席率

出席会員数 欠席会員数

２４名

１２名

出席率

６６．６７％

【８月２８日（火）の例会】 会 員 卓 話 （第９年度入会：大塚 秀人 会員）
【９月 ４日（火）の例会】 会 員 卓 話 （第１１年度入会：吉野 孝雄 会員）
第１
第２
第３
第４

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
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。
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。
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。

＜ゴルフ同好会＞
8月25日（土）名倉会長杯取切戦ゴルフコンペが満濃ヒルズカントリークラブにて開催されました。
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【表彰式】は焼肉専門店 成屋にて盛大に開催されました。
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例会場

オークラホテル丸亀 ☎23-2222
〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

事務所

オークラホテル丸亀４３０号室

TEL：0877-21-6611

例会日

毎週火曜日

URL：http://www.marugame-east-rc.com
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