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本日　４月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ついに施行！ 働き方改革について」

髙橋　卓弥 会員

次週　４月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「御代替り ～平成から新しい御代へ～」

別役　重具 会員

第2416回　例会報告／平成31年４月３日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
４月１日に新しい元号が
「令和」と決定され、皆
さん感慨深いものがある
と思います。最初見たと
き、「平成」と同じくえっ

という感じがしましたが、この２日、３日、
報道等で見ると賛成の方も多く、私も凜々し
く、美しく、非常にいいと思う次第です。日
本の古典からの出典は初めてだということ
で、驚きました。
　先週のお花見のとき、もともとの日本の花
見は梅だというお話をしましたが、万葉集に
は、桜よりも梅を詠んだものが多くて、古今
集など平安時代に入ってから桜の方が多く詠
まれるようになったそうです。私は個人的に
梅が好きですので、今回の元号の出典を聞い
て、非常に嬉しく思います。
　日本の国花は何かご存知ですか。「分から
ない」というのが正解です。国鳥はキジです
が、国花は制定されていませんので、私も大
学のとき、三島由紀夫研究会の人たちと桜な
のか菊なのか話し合ったことがあります。今
回は梅が注目されていますので、菊と桜に梅
が加わればいいなと、個人的には思います。
　会長職を務めて４分の３が過ぎました。こ

の間、至らぬことが多くてご迷惑をおかけし
ました。私が入会した20年ぐらい前は、若い
方から３番目でしたが、現在は、上から数え
た方が早くなってきました。この間、東ＲＣ
も変遷を重ね、若い会員も入会し、良い形で
変わっているのではないかと思います。
　亡くなった父に繰り返し聞かされていた言
葉に「古い皮袋に新しい酒を盛れ」というの
があります。私たちも、最初に井戸を掘った
人たちのお陰で、今、その水を飲むことがで
き、東ＲＣとして活動ができています。東Ｒ
Ｃも、古い皮袋に新しい酒を盛りながら、な
おかつ、井戸を掘った人たちの精神を忘れず
に、奉仕と親睦に努めて発展できたらと思い
ます。
　私も残り２ヵ月余り、前川次期会長にスム
ーズにバトンタッチできるように、努力して
まいりたいと思いますので、よろしくお願い
します。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔
　中西　克行
　関　　淑公
　久松　啓一
　小比賀和弘　　近森　範久　　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　大川内　律　　永　佳子　　前川　穎司
　猿田　静子　　寺村みゆき　　土居　京子
　野口　和秀
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４月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　小比賀和弘
　岡　　朝男　　西山　忠利　　近森　淳二
　永野　健生
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・ガバナー事務所より、2022－23年度、ガバ

ナーノミニーデジグネイト候補者がある場
合は、４月22日までに書面にて提出してほ
しいとのことです。

「ロータリークラブの
　　　　　　　会計について」

◇会員スピーチ 会計  浦田　健治 会員

　クラブ会計というのは、一般企業でもそう
ですが、一般会計、特別会計があります。一
般会計は通常のクラブ運営に使われるもので、
原則として予定された収入（年会費等）と支
出（委員会活動費等）を予算化して成り立っ
ています。特別会計（ニコニコ会計）は、不
特定の収入（主に寄付）と支出で成り立って
います。
　クラブライフにおいて、会員間は全く平等
で、何ものにも拘束されませんが、やはり、
組織の一つですから、最低限の義務はありま
す。この最低限の義務の一つが会費の支払い
で、年度内で１円でも欠けると退会というの
がルールです。二つ目が例会の出席、三つ目
がクラブ奉仕です。
　会費の使途目的を整理すると、クラブ活動
・運営費は一般会計から出されます。一般会
計の年間の健全な収支を保とうとすると、入
るお金と出るお金が、最低限とんとん以上の
黒字でないといけません。ただ、年度によっ
て、入会者が少なかったり、思わぬ支出が
あったりで絶対ではありませんが、一応会員
全員が意識を持ってクラブ財政の健全化に、
同等の協力をしなければいけない。つまり、
全員が定められた同額の会費を負担しなけれ
ばいけません。
　翻って、当クラブの一般会計の実態をみる
と、一般会計の常識から若干外れた形になっ
ていると言わざるを得ません。というのは、

特別会計からの補填がずっと継続的に行われ
ており、一般会計の実質赤字が常態化してい
ます。毎年、出に対して入りが少ない。本来
ならば大赤字ですから、会費を上げなければ
いけないわけですが、今までは一定の事情も
あり、毎年、特別会計から振り替えています。
内部から見たら、右のポケットが足りなけれ
ば、左から移せばいいということですが、一
般的に見ればおかしい。今後、長きにわたっ
て続けていかなければいけないクラブ運営の
お金ですので、形態としてはどうかというと
ころがあります。
　クラブ計画書を遡って見てみると、最高、
年間190万円が振り替えられ、最近でも120万
円ぐらいの振り替えが毎年行われています。
本来、ニコニコというのはしてもしなくても
いいものですから、会員が平等で出している
お金ではありません。ですから、客観的に見
れば望ましい実態ではないわけです。かと
言って、常に特別会計から搾取しているかと
いうとそうでもない。そういう悪意からでは
なくて、一般会計の値上げをする代わりにニ
コニコの収入を増やす知恵を絞った結果であ
ろうかと思います。要するに、お金の面で、
内情は健全ですが、外形的に誰が見ても健全
な運営をしていると、我々はしなくてはいけ
ないと思います。
　そこで、私が会計の立場として、いろいろ
な方と相談した結果、こういうふうにして、

本来あるべき形に戻したらどうかという案を
ご提示したいと思います。
　今後の一般会計の健全化を前提にすると、
毎年120万円ぐらいを特別会計から移してい
るわけですから、年会費が毎年100万円足り
ない状態は当たり前である。会場を使って食
事をして活動をするのに、今の会費では足り
ないということを肯定すれば、会員数60名と
して単純に割り算をすると、１人年間１万
7,000円のアップをすれば、年間収支はとん
とん以上になる。案１として、単純に年会費
を１万7,000円上げる。
　２番目として、年会費を１万7,000円上げ
るとして、誕生日などの記念日ニコニコの分
（3,000円×４回＝１万2,000円）を、実質一
般会計の値上げに使う。つまり、１万7,000
円から１万2,000円を引いた5,000円をアップ
すると、皆さんの懐はそれほど痛まない。
　３番目は、何年か前大きな黒字になった年
度がありましたが、その後もずっと補填はさ
れてきて、結果的には、直近の一般会計は
258万円の余裕があります。固くいうと、こ
れは特別会計に戻すべきですが、これはこれ
で置くとすると、当面は一般会計に余裕があ
りますから、記念ニコニコ分だけを上げれ
ば、個人の負担においては、全く値上げの必

要がないということになります。
　私、個人的には２番目が妥当なところかな
とは思いますが、いろいろと検討の余地はあ
ると思います。一般会計の健全化は重要なこ
とだと思います。最終的にはお金の話で全員
の利害に関わることですので、臨時総会で決
定すべきものと思います。これを機会に、皆
さんで前向きに話し合っていただいて、ご検
討をというのが、私の会計としてのお願いで
す。
　ここからはおまけの話です。ニコニコ箱の
集金は、ＳＡＡがやるべきものかということ
です。実際に、会計の責任者は幹事です。Ｓ
ＡＡは会場監督で、本来は幹事が当時者なの
ですが、例会運営では幹事が１番忙しい立場
です。幹事の補佐役は副幹事ですから、ニコ
ニコの責任者は副幹事が相応しいのではない
かと思います。ニコニコの集金の責任者につ
いても、これを機に考えて、やはりＳＡＡが
相応しいとなれば、それはそれで構わないと
思います。
　50周年が終わり、これから60年、70年と続
けていく上で、会計という責任ある立場とし
て、気がついたことを申し上げたところで
す。ご清聴ありがとうございました。
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◇出席率報告

 ● 寺尾正生　残り３ヵ月余り、会長を務めさ
せていただきます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　浦田さん、卓話ありがとうござ
いました。昨日は思いがけず、土居さんのお
父様、國藤先生、久松さんと飲ませていただ
きました。皆さますごくお元気でした。　
 ● 前川美智子　2019年度３月31日㈰、徳島で
開催の地区協に参加してきました。各委員長
の皆さま、丸１日の研修へのご出席、誠にあ
りがとうございました。また、岡本副幹事に
は、往復のバスの運転、お世話になりありが
とうございます。新年度に向けて、これから
準備を進めてまいります。引き続き皆さま、
よろしくお願いいたします。お父ちゃんの誕
生日のプレゼントありがとうございます。満
80歳になります。
 ● 福岡満喜子　地区協議会お世話になりまし
た。往復バスを運転してくださった岡本さん、
お疲れさまでした。写真もありがとうござい
ました。
 ● 石川　健　３月29日から31日、選抜高校野
球（甲子園）を観戦し、30日夜はＪ１サッカ
ー、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の試合を観
ました（４対３で神戸）。目的は孫（小学３
年）を何とか野球をさせたいためでしたが、
甲子園へ行く条件にサッカーをみたことがな
いので、それも観る条件で行ってきました。
野球もサッカーも楽しかったが、孫はやっぱ
りサッカーが好きみたいです。
 ● 浦田健治　本日は卓話の機会をいただき、
ありがとうございました。今後ともよろしく
お願いします。

 ● 松﨑郷輔　誕生日のお祝いありがとうござ
いました。誕生日が来ても、年齢が分からな
くなりました。
 ● 関　淑公　誕生日記念お礼。平成最後の４
月に80歳を迎えました。５月からの令和の時
代は健康で、和やかであるよう努めたいと思
います。よろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　年男です。お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 西内俊介　いつものことですが、すっかり
忘れていました。普段は覚えているのです
が、仕事を抜け出してくると、すっかり忘れ
ます。誕生祝いと家庭記念日のお祝い本当に
ありがとうございます。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日のお祝いありが
とうございました。
 ● 永光男　家内誕生日のお礼。
 ● 猿田隆夫　家内誕生日、完全に忘れていま
した。内緒にお願いします。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。忘れていませんでしたよ。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 早瀬源慶　結婚記念日お祝いお礼。当日８
日は、お釈迦様の誕生日、花まつりの日です。
クリスマスと同じく祝ってください。
 ● 近森淳二　家庭記念、ありがとうございま
した。
 ● 岡　　朝男　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
令和、万歳！
 ● 小比賀和弘　誕生祝いと入会祝いと家庭記
念日祝い、三つを一気にいただきました。
ビックリです。でもありがとうございます。
 ● 土佐ハイヤー株式会社　３月31日の地区研
修会の交通費の残りです。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

地区研修・協議会
2019年３月31日㈰　於：アスティ徳島
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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1,153,571円

74,635円

1,228,206円

チビニコ 合　計

４月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　小比賀和弘
　岡　　朝男　　西山　忠利　　近森　淳二
　永野　健生
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・ガバナー事務所より、2022－23年度、ガバ

ナーノミニーデジグネイト候補者がある場
合は、４月22日までに書面にて提出してほ
しいとのことです。

「ロータリークラブの
　　　　　　　会計について」

◇会員スピーチ 会計  浦田　健治 会員

　クラブ会計というのは、一般企業でもそう
ですが、一般会計、特別会計があります。一
般会計は通常のクラブ運営に使われるもので、
原則として予定された収入（年会費等）と支
出（委員会活動費等）を予算化して成り立っ
ています。特別会計（ニコニコ会計）は、不
特定の収入（主に寄付）と支出で成り立って
います。
　クラブライフにおいて、会員間は全く平等
で、何ものにも拘束されませんが、やはり、
組織の一つですから、最低限の義務はありま
す。この最低限の義務の一つが会費の支払い
で、年度内で１円でも欠けると退会というの
がルールです。二つ目が例会の出席、三つ目
がクラブ奉仕です。
　会費の使途目的を整理すると、クラブ活動
・運営費は一般会計から出されます。一般会
計の年間の健全な収支を保とうとすると、入
るお金と出るお金が、最低限とんとん以上の
黒字でないといけません。ただ、年度によっ
て、入会者が少なかったり、思わぬ支出が
あったりで絶対ではありませんが、一応会員
全員が意識を持ってクラブ財政の健全化に、
同等の協力をしなければいけない。つまり、
全員が定められた同額の会費を負担しなけれ
ばいけません。
　翻って、当クラブの一般会計の実態をみる
と、一般会計の常識から若干外れた形になっ
ていると言わざるを得ません。というのは、

特別会計からの補填がずっと継続的に行われ
ており、一般会計の実質赤字が常態化してい
ます。毎年、出に対して入りが少ない。本来
ならば大赤字ですから、会費を上げなければ
いけないわけですが、今までは一定の事情も
あり、毎年、特別会計から振り替えています。
内部から見たら、右のポケットが足りなけれ
ば、左から移せばいいということですが、一
般的に見ればおかしい。今後、長きにわたっ
て続けていかなければいけないクラブ運営の
お金ですので、形態としてはどうかというと
ころがあります。
　クラブ計画書を遡って見てみると、最高、
年間190万円が振り替えられ、最近でも120万
円ぐらいの振り替えが毎年行われています。
本来、ニコニコというのはしてもしなくても
いいものですから、会員が平等で出している
お金ではありません。ですから、客観的に見
れば望ましい実態ではないわけです。かと
言って、常に特別会計から搾取しているかと
いうとそうでもない。そういう悪意からでは
なくて、一般会計の値上げをする代わりにニ
コニコの収入を増やす知恵を絞った結果であ
ろうかと思います。要するに、お金の面で、
内情は健全ですが、外形的に誰が見ても健全
な運営をしていると、我々はしなくてはいけ
ないと思います。
　そこで、私が会計の立場として、いろいろ
な方と相談した結果、こういうふうにして、

本来あるべき形に戻したらどうかという案を
ご提示したいと思います。
　今後の一般会計の健全化を前提にすると、
毎年120万円ぐらいを特別会計から移してい
るわけですから、年会費が毎年100万円足り
ない状態は当たり前である。会場を使って食
事をして活動をするのに、今の会費では足り
ないということを肯定すれば、会員数60名と
して単純に割り算をすると、１人年間１万
7,000円のアップをすれば、年間収支はとん
とん以上になる。案１として、単純に年会費
を１万7,000円上げる。
　２番目として、年会費を１万7,000円上げ
るとして、誕生日などの記念日ニコニコの分
（3,000円×４回＝１万2,000円）を、実質一
般会計の値上げに使う。つまり、１万7,000
円から１万2,000円を引いた5,000円をアップ
すると、皆さんの懐はそれほど痛まない。
　３番目は、何年か前大きな黒字になった年
度がありましたが、その後もずっと補填はさ
れてきて、結果的には、直近の一般会計は
258万円の余裕があります。固くいうと、こ
れは特別会計に戻すべきですが、これはこれ
で置くとすると、当面は一般会計に余裕があ
りますから、記念ニコニコ分だけを上げれ
ば、個人の負担においては、全く値上げの必

要がないということになります。
　私、個人的には２番目が妥当なところかな
とは思いますが、いろいろと検討の余地はあ
ると思います。一般会計の健全化は重要なこ
とだと思います。最終的にはお金の話で全員
の利害に関わることですので、臨時総会で決
定すべきものと思います。これを機会に、皆
さんで前向きに話し合っていただいて、ご検
討をというのが、私の会計としてのお願いで
す。
　ここからはおまけの話です。ニコニコ箱の
集金は、ＳＡＡがやるべきものかということ
です。実際に、会計の責任者は幹事です。Ｓ
ＡＡは会場監督で、本来は幹事が当時者なの
ですが、例会運営では幹事が１番忙しい立場
です。幹事の補佐役は副幹事ですから、ニコ
ニコの責任者は副幹事が相応しいのではない
かと思います。ニコニコの集金の責任者につ
いても、これを機に考えて、やはりＳＡＡが
相応しいとなれば、それはそれで構わないと
思います。
　50周年が終わり、これから60年、70年と続
けていく上で、会計という責任ある立場とし
て、気がついたことを申し上げたところで
す。ご清聴ありがとうございました。
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◇出席率報告

 ● 寺尾正生　残り３ヵ月余り、会長を務めさ
せていただきます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　浦田さん、卓話ありがとうござ
いました。昨日は思いがけず、土居さんのお
父様、國藤先生、久松さんと飲ませていただ
きました。皆さますごくお元気でした。　
 ● 前川美智子　2019年度３月31日㈰、徳島で
開催の地区協に参加してきました。各委員長
の皆さま、丸１日の研修へのご出席、誠にあ
りがとうございました。また、岡本副幹事に
は、往復のバスの運転、お世話になりありが
とうございます。新年度に向けて、これから
準備を進めてまいります。引き続き皆さま、
よろしくお願いいたします。お父ちゃんの誕
生日のプレゼントありがとうございます。満
80歳になります。
 ● 福岡満喜子　地区協議会お世話になりまし
た。往復バスを運転してくださった岡本さん、
お疲れさまでした。写真もありがとうござい
ました。
 ● 石川　健　３月29日から31日、選抜高校野
球（甲子園）を観戦し、30日夜はＪ１サッカ
ー、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の試合を観
ました（４対３で神戸）。目的は孫（小学３
年）を何とか野球をさせたいためでしたが、
甲子園へ行く条件にサッカーをみたことがな
いので、それも観る条件で行ってきました。
野球もサッカーも楽しかったが、孫はやっぱ
りサッカーが好きみたいです。
 ● 浦田健治　本日は卓話の機会をいただき、
ありがとうございました。今後ともよろしく
お願いします。

 ● 松﨑郷輔　誕生日のお祝いありがとうござ
いました。誕生日が来ても、年齢が分からな
くなりました。
 ● 関　淑公　誕生日記念お礼。平成最後の４
月に80歳を迎えました。５月からの令和の時
代は健康で、和やかであるよう努めたいと思
います。よろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　年男です。お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 西内俊介　いつものことですが、すっかり
忘れていました。普段は覚えているのです
が、仕事を抜け出してくると、すっかり忘れ
ます。誕生祝いと家庭記念日のお祝い本当に
ありがとうございます。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日のお祝いありが
とうございました。
 ● 永光男　家内誕生日のお礼。
 ● 猿田隆夫　家内誕生日、完全に忘れていま
した。内緒にお願いします。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。忘れていませんでしたよ。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 早瀬源慶　結婚記念日お祝いお礼。当日８
日は、お釈迦様の誕生日、花まつりの日です。
クリスマスと同じく祝ってください。
 ● 近森淳二　家庭記念、ありがとうございま
した。
 ● 岡　　朝男　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
令和、万歳！
 ● 小比賀和弘　誕生祝いと入会祝いと家庭記
念日祝い、三つを一気にいただきました。
ビックリです。でもありがとうございます。
 ● 土佐ハイヤー株式会社　３月31日の地区研
修会の交通費の残りです。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

地区研修・協議会
2019年３月31日㈰　於：アスティ徳島
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本日　４月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ついに施行！ 働き方改革について」

髙橋　卓弥 会員

次週　４月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「御代替り ～平成から新しい御代へ～」

別役　重具 会員

第2416回　例会報告／平成31年４月３日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
４月１日に新しい元号が
「令和」と決定され、皆
さん感慨深いものがある
と思います。最初見たと
き、「平成」と同じくえっ

という感じがしましたが、この２日、３日、
報道等で見ると賛成の方も多く、私も凜々し
く、美しく、非常にいいと思う次第です。日
本の古典からの出典は初めてだということ
で、驚きました。
　先週のお花見のとき、もともとの日本の花
見は梅だというお話をしましたが、万葉集に
は、桜よりも梅を詠んだものが多くて、古今
集など平安時代に入ってから桜の方が多く詠
まれるようになったそうです。私は個人的に
梅が好きですので、今回の元号の出典を聞い
て、非常に嬉しく思います。
　日本の国花は何かご存知ですか。「分から
ない」というのが正解です。国鳥はキジです
が、国花は制定されていませんので、私も大
学のとき、三島由紀夫研究会の人たちと桜な
のか菊なのか話し合ったことがあります。今
回は梅が注目されていますので、菊と桜に梅
が加わればいいなと、個人的には思います。
　会長職を務めて４分の３が過ぎました。こ

の間、至らぬことが多くてご迷惑をおかけし
ました。私が入会した20年ぐらい前は、若い
方から３番目でしたが、現在は、上から数え
た方が早くなってきました。この間、東ＲＣ
も変遷を重ね、若い会員も入会し、良い形で
変わっているのではないかと思います。
　亡くなった父に繰り返し聞かされていた言
葉に「古い皮袋に新しい酒を盛れ」というの
があります。私たちも、最初に井戸を掘った
人たちのお陰で、今、その水を飲むことがで
き、東ＲＣとして活動ができています。東Ｒ
Ｃも、古い皮袋に新しい酒を盛りながら、な
おかつ、井戸を掘った人たちの精神を忘れず
に、奉仕と親睦に努めて発展できたらと思い
ます。
　私も残り２ヵ月余り、前川次期会長にスム
ーズにバトンタッチできるように、努力して
まいりたいと思いますので、よろしくお願い
します。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔
　中西　克行
　関　　淑公
　久松　啓一
　小比賀和弘　　近森　範久　　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　大川内　律　　永　佳子　　前川　穎司
　猿田　静子　　寺村みゆき　　土居　京子
　野口　和秀
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４月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　小比賀和弘
　岡　　朝男　　西山　忠利　　近森　淳二
　永野　健生
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・ガバナー事務所より、2022－23年度、ガバ

ナーノミニーデジグネイト候補者がある場
合は、４月22日までに書面にて提出してほ
しいとのことです。

「ロータリークラブの
　　　　　　　会計について」

◇会員スピーチ 会計  浦田　健治 会員

　クラブ会計というのは、一般企業でもそう
ですが、一般会計、特別会計があります。一
般会計は通常のクラブ運営に使われるもので、
原則として予定された収入（年会費等）と支
出（委員会活動費等）を予算化して成り立っ
ています。特別会計（ニコニコ会計）は、不
特定の収入（主に寄付）と支出で成り立って
います。
　クラブライフにおいて、会員間は全く平等
で、何ものにも拘束されませんが、やはり、
組織の一つですから、最低限の義務はありま
す。この最低限の義務の一つが会費の支払い
で、年度内で１円でも欠けると退会というの
がルールです。二つ目が例会の出席、三つ目
がクラブ奉仕です。
　会費の使途目的を整理すると、クラブ活動
・運営費は一般会計から出されます。一般会
計の年間の健全な収支を保とうとすると、入
るお金と出るお金が、最低限とんとん以上の
黒字でないといけません。ただ、年度によっ
て、入会者が少なかったり、思わぬ支出が
あったりで絶対ではありませんが、一応会員
全員が意識を持ってクラブ財政の健全化に、
同等の協力をしなければいけない。つまり、
全員が定められた同額の会費を負担しなけれ
ばいけません。
　翻って、当クラブの一般会計の実態をみる
と、一般会計の常識から若干外れた形になっ
ていると言わざるを得ません。というのは、

特別会計からの補填がずっと継続的に行われ
ており、一般会計の実質赤字が常態化してい
ます。毎年、出に対して入りが少ない。本来
ならば大赤字ですから、会費を上げなければ
いけないわけですが、今までは一定の事情も
あり、毎年、特別会計から振り替えています。
内部から見たら、右のポケットが足りなけれ
ば、左から移せばいいということですが、一
般的に見ればおかしい。今後、長きにわたっ
て続けていかなければいけないクラブ運営の
お金ですので、形態としてはどうかというと
ころがあります。
　クラブ計画書を遡って見てみると、最高、
年間190万円が振り替えられ、最近でも120万
円ぐらいの振り替えが毎年行われています。
本来、ニコニコというのはしてもしなくても
いいものですから、会員が平等で出している
お金ではありません。ですから、客観的に見
れば望ましい実態ではないわけです。かと
言って、常に特別会計から搾取しているかと
いうとそうでもない。そういう悪意からでは
なくて、一般会計の値上げをする代わりにニ
コニコの収入を増やす知恵を絞った結果であ
ろうかと思います。要するに、お金の面で、
内情は健全ですが、外形的に誰が見ても健全
な運営をしていると、我々はしなくてはいけ
ないと思います。
　そこで、私が会計の立場として、いろいろ
な方と相談した結果、こういうふうにして、

本来あるべき形に戻したらどうかという案を
ご提示したいと思います。
　今後の一般会計の健全化を前提にすると、
毎年120万円ぐらいを特別会計から移してい
るわけですから、年会費が毎年100万円足り
ない状態は当たり前である。会場を使って食
事をして活動をするのに、今の会費では足り
ないということを肯定すれば、会員数60名と
して単純に割り算をすると、１人年間１万
7,000円のアップをすれば、年間収支はとん
とん以上になる。案１として、単純に年会費
を１万7,000円上げる。
　２番目として、年会費を１万7,000円上げ
るとして、誕生日などの記念日ニコニコの分
（3,000円×４回＝１万2,000円）を、実質一
般会計の値上げに使う。つまり、１万7,000
円から１万2,000円を引いた5,000円をアップ
すると、皆さんの懐はそれほど痛まない。
　３番目は、何年か前大きな黒字になった年
度がありましたが、その後もずっと補填はさ
れてきて、結果的には、直近の一般会計は
258万円の余裕があります。固くいうと、こ
れは特別会計に戻すべきですが、これはこれ
で置くとすると、当面は一般会計に余裕があ
りますから、記念ニコニコ分だけを上げれ
ば、個人の負担においては、全く値上げの必

要がないということになります。
　私、個人的には２番目が妥当なところかな
とは思いますが、いろいろと検討の余地はあ
ると思います。一般会計の健全化は重要なこ
とだと思います。最終的にはお金の話で全員
の利害に関わることですので、臨時総会で決
定すべきものと思います。これを機会に、皆
さんで前向きに話し合っていただいて、ご検
討をというのが、私の会計としてのお願いで
す。
　ここからはおまけの話です。ニコニコ箱の
集金は、ＳＡＡがやるべきものかということ
です。実際に、会計の責任者は幹事です。Ｓ
ＡＡは会場監督で、本来は幹事が当時者なの
ですが、例会運営では幹事が１番忙しい立場
です。幹事の補佐役は副幹事ですから、ニコ
ニコの責任者は副幹事が相応しいのではない
かと思います。ニコニコの集金の責任者につ
いても、これを機に考えて、やはりＳＡＡが
相応しいとなれば、それはそれで構わないと
思います。
　50周年が終わり、これから60年、70年と続
けていく上で、会計という責任ある立場とし
て、気がついたことを申し上げたところで
す。ご清聴ありがとうございました。

４月３日

３月20日
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◇出席率報告

 ● 寺尾正生　残り３ヵ月余り、会長を務めさ
せていただきます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　浦田さん、卓話ありがとうござ
いました。昨日は思いがけず、土居さんのお
父様、國藤先生、久松さんと飲ませていただ
きました。皆さますごくお元気でした。　
 ● 前川美智子　2019年度３月31日㈰、徳島で
開催の地区協に参加してきました。各委員長
の皆さま、丸１日の研修へのご出席、誠にあ
りがとうございました。また、岡本副幹事に
は、往復のバスの運転、お世話になりありが
とうございます。新年度に向けて、これから
準備を進めてまいります。引き続き皆さま、
よろしくお願いいたします。お父ちゃんの誕
生日のプレゼントありがとうございます。満
80歳になります。
 ● 福岡満喜子　地区協議会お世話になりまし
た。往復バスを運転してくださった岡本さん、
お疲れさまでした。写真もありがとうござい
ました。
 ● 石川　健　３月29日から31日、選抜高校野
球（甲子園）を観戦し、30日夜はＪ１サッカ
ー、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の試合を観
ました（４対３で神戸）。目的は孫（小学３
年）を何とか野球をさせたいためでしたが、
甲子園へ行く条件にサッカーをみたことがな
いので、それも観る条件で行ってきました。
野球もサッカーも楽しかったが、孫はやっぱ
りサッカーが好きみたいです。
 ● 浦田健治　本日は卓話の機会をいただき、
ありがとうございました。今後ともよろしく
お願いします。

 ● 松﨑郷輔　誕生日のお祝いありがとうござ
いました。誕生日が来ても、年齢が分からな
くなりました。
 ● 関　淑公　誕生日記念お礼。平成最後の４
月に80歳を迎えました。５月からの令和の時
代は健康で、和やかであるよう努めたいと思
います。よろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　年男です。お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 西内俊介　いつものことですが、すっかり
忘れていました。普段は覚えているのです
が、仕事を抜け出してくると、すっかり忘れ
ます。誕生祝いと家庭記念日のお祝い本当に
ありがとうございます。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日のお祝いありが
とうございました。
 ● 永光男　家内誕生日のお礼。
 ● 猿田隆夫　家内誕生日、完全に忘れていま
した。内緒にお願いします。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。忘れていませんでしたよ。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 早瀬源慶　結婚記念日お祝いお礼。当日８
日は、お釈迦様の誕生日、花まつりの日です。
クリスマスと同じく祝ってください。
 ● 近森淳二　家庭記念、ありがとうございま
した。
 ● 岡　　朝男　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
令和、万歳！
 ● 小比賀和弘　誕生祝いと入会祝いと家庭記
念日祝い、三つを一気にいただきました。
ビックリです。でもありがとうございます。
 ● 土佐ハイヤー株式会社　３月31日の地区研
修会の交通費の残りです。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

地区研修・協議会
2019年３月31日㈰　於：アスティ徳島
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本日　４月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ついに施行！ 働き方改革について」

髙橋　卓弥 会員

次週　４月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「御代替り ～平成から新しい御代へ～」

別役　重具 会員

第2416回　例会報告／平成31年４月３日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
４月１日に新しい元号が
「令和」と決定され、皆
さん感慨深いものがある
と思います。最初見たと
き、「平成」と同じくえっ

という感じがしましたが、この２日、３日、
報道等で見ると賛成の方も多く、私も凜々し
く、美しく、非常にいいと思う次第です。日
本の古典からの出典は初めてだということ
で、驚きました。
　先週のお花見のとき、もともとの日本の花
見は梅だというお話をしましたが、万葉集に
は、桜よりも梅を詠んだものが多くて、古今
集など平安時代に入ってから桜の方が多く詠
まれるようになったそうです。私は個人的に
梅が好きですので、今回の元号の出典を聞い
て、非常に嬉しく思います。
　日本の国花は何かご存知ですか。「分から
ない」というのが正解です。国鳥はキジです
が、国花は制定されていませんので、私も大
学のとき、三島由紀夫研究会の人たちと桜な
のか菊なのか話し合ったことがあります。今
回は梅が注目されていますので、菊と桜に梅
が加わればいいなと、個人的には思います。
　会長職を務めて４分の３が過ぎました。こ

の間、至らぬことが多くてご迷惑をおかけし
ました。私が入会した20年ぐらい前は、若い
方から３番目でしたが、現在は、上から数え
た方が早くなってきました。この間、東ＲＣ
も変遷を重ね、若い会員も入会し、良い形で
変わっているのではないかと思います。
　亡くなった父に繰り返し聞かされていた言
葉に「古い皮袋に新しい酒を盛れ」というの
があります。私たちも、最初に井戸を掘った
人たちのお陰で、今、その水を飲むことがで
き、東ＲＣとして活動ができています。東Ｒ
Ｃも、古い皮袋に新しい酒を盛りながら、な
おかつ、井戸を掘った人たちの精神を忘れず
に、奉仕と親睦に努めて発展できたらと思い
ます。
　私も残り２ヵ月余り、前川次期会長にスム
ーズにバトンタッチできるように、努力して
まいりたいと思いますので、よろしくお願い
します。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔
　中西　克行
　関　　淑公
　久松　啓一
　小比賀和弘　　近森　範久　　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　大川内　律　　永　佳子　　前川　穎司
　猿田　静子　　寺村みゆき　　土居　京子
　野口　和秀
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●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,135,110円

73,200円

1,208,310円

18,461円

1,435円

19,896円

1,153,571円

74,635円

1,228,206円

チビニコ 合　計

４月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　小比賀和弘
　岡　　朝男　　西山　忠利　　近森　淳二
　永野　健生
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・ガバナー事務所より、2022－23年度、ガバ

ナーノミニーデジグネイト候補者がある場
合は、４月22日までに書面にて提出してほ
しいとのことです。

「ロータリークラブの
　　　　　　　会計について」

◇会員スピーチ 会計  浦田　健治 会員

　クラブ会計というのは、一般企業でもそう
ですが、一般会計、特別会計があります。一
般会計は通常のクラブ運営に使われるもので、
原則として予定された収入（年会費等）と支
出（委員会活動費等）を予算化して成り立っ
ています。特別会計（ニコニコ会計）は、不
特定の収入（主に寄付）と支出で成り立って
います。
　クラブライフにおいて、会員間は全く平等
で、何ものにも拘束されませんが、やはり、
組織の一つですから、最低限の義務はありま
す。この最低限の義務の一つが会費の支払い
で、年度内で１円でも欠けると退会というの
がルールです。二つ目が例会の出席、三つ目
がクラブ奉仕です。
　会費の使途目的を整理すると、クラブ活動
・運営費は一般会計から出されます。一般会
計の年間の健全な収支を保とうとすると、入
るお金と出るお金が、最低限とんとん以上の
黒字でないといけません。ただ、年度によっ
て、入会者が少なかったり、思わぬ支出が
あったりで絶対ではありませんが、一応会員
全員が意識を持ってクラブ財政の健全化に、
同等の協力をしなければいけない。つまり、
全員が定められた同額の会費を負担しなけれ
ばいけません。
　翻って、当クラブの一般会計の実態をみる
と、一般会計の常識から若干外れた形になっ
ていると言わざるを得ません。というのは、

特別会計からの補填がずっと継続的に行われ
ており、一般会計の実質赤字が常態化してい
ます。毎年、出に対して入りが少ない。本来
ならば大赤字ですから、会費を上げなければ
いけないわけですが、今までは一定の事情も
あり、毎年、特別会計から振り替えています。
内部から見たら、右のポケットが足りなけれ
ば、左から移せばいいということですが、一
般的に見ればおかしい。今後、長きにわたっ
て続けていかなければいけないクラブ運営の
お金ですので、形態としてはどうかというと
ころがあります。
　クラブ計画書を遡って見てみると、最高、
年間190万円が振り替えられ、最近でも120万
円ぐらいの振り替えが毎年行われています。
本来、ニコニコというのはしてもしなくても
いいものですから、会員が平等で出している
お金ではありません。ですから、客観的に見
れば望ましい実態ではないわけです。かと
言って、常に特別会計から搾取しているかと
いうとそうでもない。そういう悪意からでは
なくて、一般会計の値上げをする代わりにニ
コニコの収入を増やす知恵を絞った結果であ
ろうかと思います。要するに、お金の面で、
内情は健全ですが、外形的に誰が見ても健全
な運営をしていると、我々はしなくてはいけ
ないと思います。
　そこで、私が会計の立場として、いろいろ
な方と相談した結果、こういうふうにして、

本来あるべき形に戻したらどうかという案を
ご提示したいと思います。
　今後の一般会計の健全化を前提にすると、
毎年120万円ぐらいを特別会計から移してい
るわけですから、年会費が毎年100万円足り
ない状態は当たり前である。会場を使って食
事をして活動をするのに、今の会費では足り
ないということを肯定すれば、会員数60名と
して単純に割り算をすると、１人年間１万
7,000円のアップをすれば、年間収支はとん
とん以上になる。案１として、単純に年会費
を１万7,000円上げる。
　２番目として、年会費を１万7,000円上げ
るとして、誕生日などの記念日ニコニコの分
（3,000円×４回＝１万2,000円）を、実質一
般会計の値上げに使う。つまり、１万7,000
円から１万2,000円を引いた5,000円をアップ
すると、皆さんの懐はそれほど痛まない。
　３番目は、何年か前大きな黒字になった年
度がありましたが、その後もずっと補填はさ
れてきて、結果的には、直近の一般会計は
258万円の余裕があります。固くいうと、こ
れは特別会計に戻すべきですが、これはこれ
で置くとすると、当面は一般会計に余裕があ
りますから、記念ニコニコ分だけを上げれ
ば、個人の負担においては、全く値上げの必

要がないということになります。
　私、個人的には２番目が妥当なところかな
とは思いますが、いろいろと検討の余地はあ
ると思います。一般会計の健全化は重要なこ
とだと思います。最終的にはお金の話で全員
の利害に関わることですので、臨時総会で決
定すべきものと思います。これを機会に、皆
さんで前向きに話し合っていただいて、ご検
討をというのが、私の会計としてのお願いで
す。
　ここからはおまけの話です。ニコニコ箱の
集金は、ＳＡＡがやるべきものかということ
です。実際に、会計の責任者は幹事です。Ｓ
ＡＡは会場監督で、本来は幹事が当時者なの
ですが、例会運営では幹事が１番忙しい立場
です。幹事の補佐役は副幹事ですから、ニコ
ニコの責任者は副幹事が相応しいのではない
かと思います。ニコニコの集金の責任者につ
いても、これを機に考えて、やはりＳＡＡが
相応しいとなれば、それはそれで構わないと
思います。
　50周年が終わり、これから60年、70年と続
けていく上で、会計という責任ある立場とし
て、気がついたことを申し上げたところで
す。ご清聴ありがとうございました。
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◇出席率報告

 ● 寺尾正生　残り３ヵ月余り、会長を務めさ
せていただきます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　浦田さん、卓話ありがとうござ
いました。昨日は思いがけず、土居さんのお
父様、國藤先生、久松さんと飲ませていただ
きました。皆さますごくお元気でした。　
 ● 前川美智子　2019年度３月31日㈰、徳島で
開催の地区協に参加してきました。各委員長
の皆さま、丸１日の研修へのご出席、誠にあ
りがとうございました。また、岡本副幹事に
は、往復のバスの運転、お世話になりありが
とうございます。新年度に向けて、これから
準備を進めてまいります。引き続き皆さま、
よろしくお願いいたします。お父ちゃんの誕
生日のプレゼントありがとうございます。満
80歳になります。
 ● 福岡満喜子　地区協議会お世話になりまし
た。往復バスを運転してくださった岡本さん、
お疲れさまでした。写真もありがとうござい
ました。
 ● 石川　健　３月29日から31日、選抜高校野
球（甲子園）を観戦し、30日夜はＪ１サッカ
ー、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の試合を観
ました（４対３で神戸）。目的は孫（小学３
年）を何とか野球をさせたいためでしたが、
甲子園へ行く条件にサッカーをみたことがな
いので、それも観る条件で行ってきました。
野球もサッカーも楽しかったが、孫はやっぱ
りサッカーが好きみたいです。
 ● 浦田健治　本日は卓話の機会をいただき、
ありがとうございました。今後ともよろしく
お願いします。

 ● 松﨑郷輔　誕生日のお祝いありがとうござ
いました。誕生日が来ても、年齢が分からな
くなりました。
 ● 関　淑公　誕生日記念お礼。平成最後の４
月に80歳を迎えました。５月からの令和の時
代は健康で、和やかであるよう努めたいと思
います。よろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　年男です。お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 西内俊介　いつものことですが、すっかり
忘れていました。普段は覚えているのです
が、仕事を抜け出してくると、すっかり忘れ
ます。誕生祝いと家庭記念日のお祝い本当に
ありがとうございます。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日のお祝いありが
とうございました。
 ● 永光男　家内誕生日のお礼。
 ● 猿田隆夫　家内誕生日、完全に忘れていま
した。内緒にお願いします。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。忘れていませんでしたよ。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 早瀬源慶　結婚記念日お祝いお礼。当日８
日は、お釈迦様の誕生日、花まつりの日です。
クリスマスと同じく祝ってください。
 ● 近森淳二　家庭記念、ありがとうございま
した。
 ● 岡　　朝男　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
令和、万歳！
 ● 小比賀和弘　誕生祝いと入会祝いと家庭記
念日祝い、三つを一気にいただきました。
ビックリです。でもありがとうございます。
 ● 土佐ハイヤー株式会社　３月31日の地区研
修会の交通費の残りです。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

地区研修・協議会
2019年３月31日㈰　於：アスティ徳島
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本日　４月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ついに施行！ 働き方改革について」

髙橋　卓弥 会員

次週　４月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「御代替り ～平成から新しい御代へ～」

別役　重具 会員

第2416回　例会報告／平成31年４月３日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
４月１日に新しい元号が
「令和」と決定され、皆
さん感慨深いものがある
と思います。最初見たと
き、「平成」と同じくえっ

という感じがしましたが、この２日、３日、
報道等で見ると賛成の方も多く、私も凜々し
く、美しく、非常にいいと思う次第です。日
本の古典からの出典は初めてだということ
で、驚きました。
　先週のお花見のとき、もともとの日本の花
見は梅だというお話をしましたが、万葉集に
は、桜よりも梅を詠んだものが多くて、古今
集など平安時代に入ってから桜の方が多く詠
まれるようになったそうです。私は個人的に
梅が好きですので、今回の元号の出典を聞い
て、非常に嬉しく思います。
　日本の国花は何かご存知ですか。「分から
ない」というのが正解です。国鳥はキジです
が、国花は制定されていませんので、私も大
学のとき、三島由紀夫研究会の人たちと桜な
のか菊なのか話し合ったことがあります。今
回は梅が注目されていますので、菊と桜に梅
が加わればいいなと、個人的には思います。
　会長職を務めて４分の３が過ぎました。こ

の間、至らぬことが多くてご迷惑をおかけし
ました。私が入会した20年ぐらい前は、若い
方から３番目でしたが、現在は、上から数え
た方が早くなってきました。この間、東ＲＣ
も変遷を重ね、若い会員も入会し、良い形で
変わっているのではないかと思います。
　亡くなった父に繰り返し聞かされていた言
葉に「古い皮袋に新しい酒を盛れ」というの
があります。私たちも、最初に井戸を掘った
人たちのお陰で、今、その水を飲むことがで
き、東ＲＣとして活動ができています。東Ｒ
Ｃも、古い皮袋に新しい酒を盛りながら、な
おかつ、井戸を掘った人たちの精神を忘れず
に、奉仕と親睦に努めて発展できたらと思い
ます。
　私も残り２ヵ月余り、前川次期会長にスム
ーズにバトンタッチできるように、努力して
まいりたいと思いますので、よろしくお願い
します。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔
　中西　克行
　関　　淑公
　久松　啓一
　小比賀和弘　　近森　範久　　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　大川内　律　　永　佳子　　前川　穎司
　猿田　静子　　寺村みゆき　　土居　京子
　野口　和秀
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●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,135,110円

73,200円

1,208,310円

18,461円

1,435円

19,896円

1,153,571円

74,635円

1,228,206円

チビニコ 合　計

４月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　小比賀和弘
　岡　　朝男　　西山　忠利　　近森　淳二
　永野　健生
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・ガバナー事務所より、2022－23年度、ガバ

ナーノミニーデジグネイト候補者がある場
合は、４月22日までに書面にて提出してほ
しいとのことです。

「ロータリークラブの
　　　　　　　会計について」

◇会員スピーチ 会計  浦田　健治 会員

　クラブ会計というのは、一般企業でもそう
ですが、一般会計、特別会計があります。一
般会計は通常のクラブ運営に使われるもので、
原則として予定された収入（年会費等）と支
出（委員会活動費等）を予算化して成り立っ
ています。特別会計（ニコニコ会計）は、不
特定の収入（主に寄付）と支出で成り立って
います。
　クラブライフにおいて、会員間は全く平等
で、何ものにも拘束されませんが、やはり、
組織の一つですから、最低限の義務はありま
す。この最低限の義務の一つが会費の支払い
で、年度内で１円でも欠けると退会というの
がルールです。二つ目が例会の出席、三つ目
がクラブ奉仕です。
　会費の使途目的を整理すると、クラブ活動
・運営費は一般会計から出されます。一般会
計の年間の健全な収支を保とうとすると、入
るお金と出るお金が、最低限とんとん以上の
黒字でないといけません。ただ、年度によっ
て、入会者が少なかったり、思わぬ支出が
あったりで絶対ではありませんが、一応会員
全員が意識を持ってクラブ財政の健全化に、
同等の協力をしなければいけない。つまり、
全員が定められた同額の会費を負担しなけれ
ばいけません。
　翻って、当クラブの一般会計の実態をみる
と、一般会計の常識から若干外れた形になっ
ていると言わざるを得ません。というのは、

特別会計からの補填がずっと継続的に行われ
ており、一般会計の実質赤字が常態化してい
ます。毎年、出に対して入りが少ない。本来
ならば大赤字ですから、会費を上げなければ
いけないわけですが、今までは一定の事情も
あり、毎年、特別会計から振り替えています。
内部から見たら、右のポケットが足りなけれ
ば、左から移せばいいということですが、一
般的に見ればおかしい。今後、長きにわたっ
て続けていかなければいけないクラブ運営の
お金ですので、形態としてはどうかというと
ころがあります。
　クラブ計画書を遡って見てみると、最高、
年間190万円が振り替えられ、最近でも120万
円ぐらいの振り替えが毎年行われています。
本来、ニコニコというのはしてもしなくても
いいものですから、会員が平等で出している
お金ではありません。ですから、客観的に見
れば望ましい実態ではないわけです。かと
言って、常に特別会計から搾取しているかと
いうとそうでもない。そういう悪意からでは
なくて、一般会計の値上げをする代わりにニ
コニコの収入を増やす知恵を絞った結果であ
ろうかと思います。要するに、お金の面で、
内情は健全ですが、外形的に誰が見ても健全
な運営をしていると、我々はしなくてはいけ
ないと思います。
　そこで、私が会計の立場として、いろいろ
な方と相談した結果、こういうふうにして、

本来あるべき形に戻したらどうかという案を
ご提示したいと思います。
　今後の一般会計の健全化を前提にすると、
毎年120万円ぐらいを特別会計から移してい
るわけですから、年会費が毎年100万円足り
ない状態は当たり前である。会場を使って食
事をして活動をするのに、今の会費では足り
ないということを肯定すれば、会員数60名と
して単純に割り算をすると、１人年間１万
7,000円のアップをすれば、年間収支はとん
とん以上になる。案１として、単純に年会費
を１万7,000円上げる。
　２番目として、年会費を１万7,000円上げ
るとして、誕生日などの記念日ニコニコの分
（3,000円×４回＝１万2,000円）を、実質一
般会計の値上げに使う。つまり、１万7,000
円から１万2,000円を引いた5,000円をアップ
すると、皆さんの懐はそれほど痛まない。
　３番目は、何年か前大きな黒字になった年
度がありましたが、その後もずっと補填はさ
れてきて、結果的には、直近の一般会計は
258万円の余裕があります。固くいうと、こ
れは特別会計に戻すべきですが、これはこれ
で置くとすると、当面は一般会計に余裕があ
りますから、記念ニコニコ分だけを上げれ
ば、個人の負担においては、全く値上げの必

要がないということになります。
　私、個人的には２番目が妥当なところかな
とは思いますが、いろいろと検討の余地はあ
ると思います。一般会計の健全化は重要なこ
とだと思います。最終的にはお金の話で全員
の利害に関わることですので、臨時総会で決
定すべきものと思います。これを機会に、皆
さんで前向きに話し合っていただいて、ご検
討をというのが、私の会計としてのお願いで
す。
　ここからはおまけの話です。ニコニコ箱の
集金は、ＳＡＡがやるべきものかということ
です。実際に、会計の責任者は幹事です。Ｓ
ＡＡは会場監督で、本来は幹事が当時者なの
ですが、例会運営では幹事が１番忙しい立場
です。幹事の補佐役は副幹事ですから、ニコ
ニコの責任者は副幹事が相応しいのではない
かと思います。ニコニコの集金の責任者につ
いても、これを機に考えて、やはりＳＡＡが
相応しいとなれば、それはそれで構わないと
思います。
　50周年が終わり、これから60年、70年と続
けていく上で、会計という責任ある立場とし
て、気がついたことを申し上げたところで
す。ご清聴ありがとうございました。
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◇出席率報告

 ● 寺尾正生　残り３ヵ月余り、会長を務めさ
せていただきます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　浦田さん、卓話ありがとうござ
いました。昨日は思いがけず、土居さんのお
父様、國藤先生、久松さんと飲ませていただ
きました。皆さますごくお元気でした。　
 ● 前川美智子　2019年度３月31日㈰、徳島で
開催の地区協に参加してきました。各委員長
の皆さま、丸１日の研修へのご出席、誠にあ
りがとうございました。また、岡本副幹事に
は、往復のバスの運転、お世話になりありが
とうございます。新年度に向けて、これから
準備を進めてまいります。引き続き皆さま、
よろしくお願いいたします。お父ちゃんの誕
生日のプレゼントありがとうございます。満
80歳になります。
 ● 福岡満喜子　地区協議会お世話になりまし
た。往復バスを運転してくださった岡本さん、
お疲れさまでした。写真もありがとうござい
ました。
 ● 石川　健　３月29日から31日、選抜高校野
球（甲子園）を観戦し、30日夜はＪ１サッカ
ー、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の試合を観
ました（４対３で神戸）。目的は孫（小学３
年）を何とか野球をさせたいためでしたが、
甲子園へ行く条件にサッカーをみたことがな
いので、それも観る条件で行ってきました。
野球もサッカーも楽しかったが、孫はやっぱ
りサッカーが好きみたいです。
 ● 浦田健治　本日は卓話の機会をいただき、
ありがとうございました。今後ともよろしく
お願いします。

 ● 松﨑郷輔　誕生日のお祝いありがとうござ
いました。誕生日が来ても、年齢が分からな
くなりました。
 ● 関　淑公　誕生日記念お礼。平成最後の４
月に80歳を迎えました。５月からの令和の時
代は健康で、和やかであるよう努めたいと思
います。よろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　年男です。お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 西内俊介　いつものことですが、すっかり
忘れていました。普段は覚えているのです
が、仕事を抜け出してくると、すっかり忘れ
ます。誕生祝いと家庭記念日のお祝い本当に
ありがとうございます。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日のお祝いありが
とうございました。
 ● 永光男　家内誕生日のお礼。
 ● 猿田隆夫　家内誕生日、完全に忘れていま
した。内緒にお願いします。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。忘れていませんでしたよ。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 早瀬源慶　結婚記念日お祝いお礼。当日８
日は、お釈迦様の誕生日、花まつりの日です。
クリスマスと同じく祝ってください。
 ● 近森淳二　家庭記念、ありがとうございま
した。
 ● 岡　　朝男　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
令和、万歳！
 ● 小比賀和弘　誕生祝いと入会祝いと家庭記
念日祝い、三つを一気にいただきました。
ビックリです。でもありがとうございます。
 ● 土佐ハイヤー株式会社　３月31日の地区研
修会の交通費の残りです。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

地区研修・協議会
2019年３月31日㈰　於：アスティ徳島
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本日　４月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ついに施行！ 働き方改革について」

髙橋　卓弥 会員

次週　４月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「御代替り ～平成から新しい御代へ～」

別役　重具 会員

第2416回　例会報告／平成31年４月３日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
４月１日に新しい元号が
「令和」と決定され、皆
さん感慨深いものがある
と思います。最初見たと
き、「平成」と同じくえっ

という感じがしましたが、この２日、３日、
報道等で見ると賛成の方も多く、私も凜々し
く、美しく、非常にいいと思う次第です。日
本の古典からの出典は初めてだということ
で、驚きました。
　先週のお花見のとき、もともとの日本の花
見は梅だというお話をしましたが、万葉集に
は、桜よりも梅を詠んだものが多くて、古今
集など平安時代に入ってから桜の方が多く詠
まれるようになったそうです。私は個人的に
梅が好きですので、今回の元号の出典を聞い
て、非常に嬉しく思います。
　日本の国花は何かご存知ですか。「分から
ない」というのが正解です。国鳥はキジです
が、国花は制定されていませんので、私も大
学のとき、三島由紀夫研究会の人たちと桜な
のか菊なのか話し合ったことがあります。今
回は梅が注目されていますので、菊と桜に梅
が加わればいいなと、個人的には思います。
　会長職を務めて４分の３が過ぎました。こ

の間、至らぬことが多くてご迷惑をおかけし
ました。私が入会した20年ぐらい前は、若い
方から３番目でしたが、現在は、上から数え
た方が早くなってきました。この間、東ＲＣ
も変遷を重ね、若い会員も入会し、良い形で
変わっているのではないかと思います。
　亡くなった父に繰り返し聞かされていた言
葉に「古い皮袋に新しい酒を盛れ」というの
があります。私たちも、最初に井戸を掘った
人たちのお陰で、今、その水を飲むことがで
き、東ＲＣとして活動ができています。東Ｒ
Ｃも、古い皮袋に新しい酒を盛りながら、な
おかつ、井戸を掘った人たちの精神を忘れず
に、奉仕と親睦に努めて発展できたらと思い
ます。
　私も残り２ヵ月余り、前川次期会長にスム
ーズにバトンタッチできるように、努力して
まいりたいと思いますので、よろしくお願い
します。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔
　中西　克行
　関　　淑公
　久松　啓一
　小比賀和弘　　近森　範久　　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　大川内　律　　永　佳子　　前川　穎司
　猿田　静子　　寺村みゆき　　土居　京子
　野口　和秀
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●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,135,110円

73,200円

1,208,310円

18,461円

1,435円

19,896円

1,153,571円

74,635円

1,228,206円

チビニコ 合　計

４月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　小比賀和弘
　岡　　朝男　　西山　忠利　　近森　淳二
　永野　健生
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・ガバナー事務所より、2022－23年度、ガバ

ナーノミニーデジグネイト候補者がある場
合は、４月22日までに書面にて提出してほ
しいとのことです。

「ロータリークラブの
　　　　　　　会計について」

◇会員スピーチ 会計  浦田　健治 会員

　クラブ会計というのは、一般企業でもそう
ですが、一般会計、特別会計があります。一
般会計は通常のクラブ運営に使われるもので、
原則として予定された収入（年会費等）と支
出（委員会活動費等）を予算化して成り立っ
ています。特別会計（ニコニコ会計）は、不
特定の収入（主に寄付）と支出で成り立って
います。
　クラブライフにおいて、会員間は全く平等
で、何ものにも拘束されませんが、やはり、
組織の一つですから、最低限の義務はありま
す。この最低限の義務の一つが会費の支払い
で、年度内で１円でも欠けると退会というの
がルールです。二つ目が例会の出席、三つ目
がクラブ奉仕です。
　会費の使途目的を整理すると、クラブ活動
・運営費は一般会計から出されます。一般会
計の年間の健全な収支を保とうとすると、入
るお金と出るお金が、最低限とんとん以上の
黒字でないといけません。ただ、年度によっ
て、入会者が少なかったり、思わぬ支出が
あったりで絶対ではありませんが、一応会員
全員が意識を持ってクラブ財政の健全化に、
同等の協力をしなければいけない。つまり、
全員が定められた同額の会費を負担しなけれ
ばいけません。
　翻って、当クラブの一般会計の実態をみる
と、一般会計の常識から若干外れた形になっ
ていると言わざるを得ません。というのは、

特別会計からの補填がずっと継続的に行われ
ており、一般会計の実質赤字が常態化してい
ます。毎年、出に対して入りが少ない。本来
ならば大赤字ですから、会費を上げなければ
いけないわけですが、今までは一定の事情も
あり、毎年、特別会計から振り替えています。
内部から見たら、右のポケットが足りなけれ
ば、左から移せばいいということですが、一
般的に見ればおかしい。今後、長きにわたっ
て続けていかなければいけないクラブ運営の
お金ですので、形態としてはどうかというと
ころがあります。
　クラブ計画書を遡って見てみると、最高、
年間190万円が振り替えられ、最近でも120万
円ぐらいの振り替えが毎年行われています。
本来、ニコニコというのはしてもしなくても
いいものですから、会員が平等で出している
お金ではありません。ですから、客観的に見
れば望ましい実態ではないわけです。かと
言って、常に特別会計から搾取しているかと
いうとそうでもない。そういう悪意からでは
なくて、一般会計の値上げをする代わりにニ
コニコの収入を増やす知恵を絞った結果であ
ろうかと思います。要するに、お金の面で、
内情は健全ですが、外形的に誰が見ても健全
な運営をしていると、我々はしなくてはいけ
ないと思います。
　そこで、私が会計の立場として、いろいろ
な方と相談した結果、こういうふうにして、

本来あるべき形に戻したらどうかという案を
ご提示したいと思います。
　今後の一般会計の健全化を前提にすると、
毎年120万円ぐらいを特別会計から移してい
るわけですから、年会費が毎年100万円足り
ない状態は当たり前である。会場を使って食
事をして活動をするのに、今の会費では足り
ないということを肯定すれば、会員数60名と
して単純に割り算をすると、１人年間１万
7,000円のアップをすれば、年間収支はとん
とん以上になる。案１として、単純に年会費
を１万7,000円上げる。
　２番目として、年会費を１万7,000円上げ
るとして、誕生日などの記念日ニコニコの分
（3,000円×４回＝１万2,000円）を、実質一
般会計の値上げに使う。つまり、１万7,000
円から１万2,000円を引いた5,000円をアップ
すると、皆さんの懐はそれほど痛まない。
　３番目は、何年か前大きな黒字になった年
度がありましたが、その後もずっと補填はさ
れてきて、結果的には、直近の一般会計は
258万円の余裕があります。固くいうと、こ
れは特別会計に戻すべきですが、これはこれ
で置くとすると、当面は一般会計に余裕があ
りますから、記念ニコニコ分だけを上げれ
ば、個人の負担においては、全く値上げの必

要がないということになります。
　私、個人的には２番目が妥当なところかな
とは思いますが、いろいろと検討の余地はあ
ると思います。一般会計の健全化は重要なこ
とだと思います。最終的にはお金の話で全員
の利害に関わることですので、臨時総会で決
定すべきものと思います。これを機会に、皆
さんで前向きに話し合っていただいて、ご検
討をというのが、私の会計としてのお願いで
す。
　ここからはおまけの話です。ニコニコ箱の
集金は、ＳＡＡがやるべきものかということ
です。実際に、会計の責任者は幹事です。Ｓ
ＡＡは会場監督で、本来は幹事が当時者なの
ですが、例会運営では幹事が１番忙しい立場
です。幹事の補佐役は副幹事ですから、ニコ
ニコの責任者は副幹事が相応しいのではない
かと思います。ニコニコの集金の責任者につ
いても、これを機に考えて、やはりＳＡＡが
相応しいとなれば、それはそれで構わないと
思います。
　50周年が終わり、これから60年、70年と続
けていく上で、会計という責任ある立場とし
て、気がついたことを申し上げたところで
す。ご清聴ありがとうございました。

４月３日

３月20日

総数
－4 53
－2 55

出席
36
38

欠席
9
0

メイク
アップ HC出席率

67.92％

69.09％

出席率
81.63％

100％

4
15
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◇出席率報告

 ● 寺尾正生　残り３ヵ月余り、会長を務めさ
せていただきます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　浦田さん、卓話ありがとうござ
いました。昨日は思いがけず、土居さんのお
父様、國藤先生、久松さんと飲ませていただ
きました。皆さますごくお元気でした。　
 ● 前川美智子　2019年度３月31日㈰、徳島で
開催の地区協に参加してきました。各委員長
の皆さま、丸１日の研修へのご出席、誠にあ
りがとうございました。また、岡本副幹事に
は、往復のバスの運転、お世話になりありが
とうございます。新年度に向けて、これから
準備を進めてまいります。引き続き皆さま、
よろしくお願いいたします。お父ちゃんの誕
生日のプレゼントありがとうございます。満
80歳になります。
 ● 福岡満喜子　地区協議会お世話になりまし
た。往復バスを運転してくださった岡本さん、
お疲れさまでした。写真もありがとうござい
ました。
 ● 石川　健　３月29日から31日、選抜高校野
球（甲子園）を観戦し、30日夜はＪ１サッカ
ー、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の試合を観
ました（４対３で神戸）。目的は孫（小学３
年）を何とか野球をさせたいためでしたが、
甲子園へ行く条件にサッカーをみたことがな
いので、それも観る条件で行ってきました。
野球もサッカーも楽しかったが、孫はやっぱ
りサッカーが好きみたいです。
 ● 浦田健治　本日は卓話の機会をいただき、
ありがとうございました。今後ともよろしく
お願いします。

 ● 松﨑郷輔　誕生日のお祝いありがとうござ
いました。誕生日が来ても、年齢が分からな
くなりました。
 ● 関　淑公　誕生日記念お礼。平成最後の４
月に80歳を迎えました。５月からの令和の時
代は健康で、和やかであるよう努めたいと思
います。よろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　年男です。お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 西内俊介　いつものことですが、すっかり
忘れていました。普段は覚えているのです
が、仕事を抜け出してくると、すっかり忘れ
ます。誕生祝いと家庭記念日のお祝い本当に
ありがとうございます。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日のお祝いありが
とうございました。
 ● 永光男　家内誕生日のお礼。
 ● 猿田隆夫　家内誕生日、完全に忘れていま
した。内緒にお願いします。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。忘れていませんでしたよ。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 早瀬源慶　結婚記念日お祝いお礼。当日８
日は、お釈迦様の誕生日、花まつりの日です。
クリスマスと同じく祝ってください。
 ● 近森淳二　家庭記念、ありがとうございま
した。
 ● 岡　　朝男　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
令和、万歳！
 ● 小比賀和弘　誕生祝いと入会祝いと家庭記
念日祝い、三つを一気にいただきました。
ビックリです。でもありがとうございます。
 ● 土佐ハイヤー株式会社　３月31日の地区研
修会の交通費の残りです。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

地区研修・協議会
2019年３月31日㈰　於：アスティ徳島


