
（敬称略）

◇財務省近畿財務局 和歌山財務事務所 総務課長

橋本博紀様をお迎えして。

後藤 信博、石井 達、岩崎 泰人、丸山 博之、

森本 修至、野村 憲司、武田 静也、竹村 英一、

谷本 司、上原 俊宏、早稲田 清司、山本 亘、

安井 忠雄、吉田 和枝、吉本 正美

◇皆様の御協力を頂き、無事ジュニアゴルフ大会終了

しました。 本田 耕二、玉置 和男

◇帽子ありがとう。これって、3,000円もするん!?

畑地 誠

◇なかなか、えぇ帽子ですなぁ!! 小山 實

◇地区協議会へ行ってきました。 佐田 一三

◇本日、幹事デビューします。岡本さん、ゆっくり休

んでください。 畔田 実

◇孫が日野自動車株式会社へ入社し、今日入社式です。

明治大学理工学部を卒業しました。 泉 房次朗

◇お久しぶりです。又、皆で呑みましょう。誘って下

さいね。 中嶋 伸和

◇奥平さん、お久しぶりです。 坂本 正人

◇奥平さん、現場では大変お世話になりました。

木村 壽一

◇奥平さん、長らく久しぶりですね。 谷中 順次郎

◇谷中さんをさけ、欠席が続きましたが、これからは

好きになる様努力します。 奥平 朋久

◇本人誕生日

この年になると時の移ろいをしみじみと感じます。

桜の季節に生まれました。願わくば、桜の季節に

旅立ちたいです。 谷中 順次郎

◇奥様誕生日

年の数はどんどん増えますが、末永くお願いしま

す。 片井 貢

◇結婚記念日

今回で40年目です。当クラブと同じですね。ルビー

婚と云うそうです。これからもよろしくね。

（嫁はんに何年目かと聞いたら、”あんた、そん

なんも知らんの！”ガチャッと電話を切られま

した。） 杉若 雅宣

■本日のお客様、財務省 近畿財務局 和歌山財務事務

所 総務課長 橋本博紀様をお迎えしています。後ほど

宜しくお願い致します。

■3月26日(木)ラビーム白浜ゴルフクラブに於いて当ク

ラブ主催の「第10回田辺東ロータリーカップ ジュニア

ゴルフ大会」を開催致しました。第10回という記念す

べき大会ですので、第2640地区内のロータリークラブ

に広く案内を送らせて頂き、高校生7名、中学生5名、

小学生9名 計21名の参加申込みをしていただきました。

ゴルフ同好会の会員さんにご協力いただきました。

ご苦労様でした。

■3月28日(土)テクスピア大阪において、クラブ職業奉

仕委員長会議が開催されました。クラブ職業奉仕委員

長 泉房次朗君の代理として片井貢君に出席して頂きま

した。ご苦労様でした。

■3月29日(日)県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛におい

て、次年度地区研修・協議会が開催されました。クラ

ブ管理運営委員会部門に次期副会長の佐田一三君、ク

ラブ奉仕プロジェクト委員会部門に会長ノミニーの山

本亘君に出席して頂きました。ご苦労様でした。

“ 日も星も風も ”

野村憲司 君

財務省近畿財務局 和歌山財務事務所
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■4月4日(土) テクスピア大阪において、クラブ青少年・

ライラ委員長会議が開催されます。クラブ青少年奉仕委

員長 谷本司君に出席して頂きます。

ご苦労様ですが宜しくお願いいたします。

■4月4日(土) 串本町において、ＩＭ第1組の7クラブの

会長エレクト会議が開催されます。会長エレクトの坂本

正人君に出席して頂きます。ご苦労様ですが宜しくお願

いいたします。

■持ち回り理事会の報告をいたします。

◎先日の例会でのフォーラムを踏まえ、豊澤ガバナーエ

レクトに対し、（ＲＩ事務総長に対する地区賦課金額に

関する調停・仲裁申立に関する件）に賛同し回答書を提

出する件について…承認。

■例会日時変更

◎和歌山南ＲＣ 4月24日(金)→ 4月28日(火)12：30～

場所：ダイワロイネットホテル和歌山

＜和歌山ＲＣとの合同例会＞

■メークアップ

◎3月26日(木) 田辺東ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌ大会

本田耕二君、野村憲司君、佐田一三君、坂本正人君、

武田静也君、谷中順次郎君、玉置和男君、渡口眞二君

◎3月28日(土) クラブ職業奉仕委員長会議 片井貢君

◎3月29日(日) 次年度地区研修・協議会

管理運営部門及び奉仕プロジェクト委員会部門会議

佐田一三君、山本亘君

■回覧

◎週報「田辺ＲＣ」

◎龍神プロバスクラブ（龍神会）より

「創立9周年クラブ活動記録のご送付と御礼」

◎「Ｒ財団寄付2月度迄集計表」

◎ロータリーニュースより「財団室NEWS 4月号」

「Rotary Leader」「End Polio Now」

◎ガバナー事務所より「ガバナー月信 4月号」

「『ロータリーの友』地区だより 4月号」

「クラブでの活動写真募集のお願いの件」

「地区決議会開催案内」

「2014－2015年度RLIコースのご案内【再】」

「ＲＬＩパートⅡ研修」事前作業のお願い

◎ガバナーエレクト事務所より

「御礼（次年度地区研修・協議会 管理運営部門及び

奉仕プロジェクト委員会部門）」

■連絡

◎ロータリーの友3月号が届いています。各自のトレー

に入れてあります。よろしくお願いいたします。

◎4月のロータリーレートは 1ドル＝118円です。

◎武田 静也君

先週、例会で説明して頂きましたJCの

創立50周年事業のパンフレットとポスター

が届いています。ご協力の程、よろしく

お願いいたします。

◎職業奉仕副委員長 片井 貢君

3月28日(土)テクスピア大阪において、

クラブ職業奉仕委員長会議が開催されま

した。職業奉仕委員長の泉房次朗さんの

代理として出席してきました。

◎次期 副会長 佐田 一三君

3月29日(日)県民交流プラザ・和歌山ビッ

グ愛において、次年度地区研修・協議会

が開催されました。クラブ管理運営委員

会部門に出席してきました。

次年度からはウェビナーを利用しての参加も可能だ、

との事で、会場への出席者が少なくなっているそうです。

財務省近畿財務局 和歌山財務事務所

総務課長

橋本博紀様

「和歌山県経済の現状と見通し」

法人企業景気予測調査 概要

◆調査の目的

我が国経済活動の主要部分を占める企業活動を把握す

ることにより、経済の現状及び今後の見通しに関する基

礎資料を得ることを目的に、年4回実施している。

・判断項目:景況判断などについて、前期と比較した

変化方向別の回答社数構成比から、先行きの経済動

向を予測する方法で、以下の例のように算出(BSI)

している。

BSI(ビジネス・サーベイ・インデックス)は、上昇、

下降などの変化方向別回答数の構成比から全体の

趨勢を判断するもの。

例:「企業の景況判断」の場合、前期と比べて

「上昇」と回答した企業の構成比…25.8%

「不変」と回答した企業の構成比…60.6%

「下降」と回答した企業の構成比… 6.4%

「不明」と回答した企業の構成比… 7.2%
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

委員会報告

幹事報告



BSI= (「上昇」と回答した企業の構成比…25.8%)－

（「下降」と回答した企業の構成比… 6.4%)

＝19.4%ポイント

※景況判断については、「上昇」または「下降」と回

答した場合、決定要因を3項目まで回答する。

①国内需要(売上)の動向 ②海外需要(売上)の動向

③販売価格の動向 ④仕入価格の動向

⑤仕入以外のコストの動向

⑥資金繰り・資金調達の動向

⑦株式・不動産等の資産価格の動向

⑧為替レートの動向

⑨税制・会計制度等の動向

⑩その他

・計数項目:26年度上期は実績、26年度下期及び通期

は実績見込み

27年度通期は見通し(又は計画)

◆調査対象範囲

和歌山県下に登記簿上の本店が所在する資本金、出資

金又は基金(以下「資本金」という。)1千万円以上の

法人。ただし、電気・ガス・水道業及び金融・保険業

は資本金 1億円以上を対象とする。

◆標本企業の選定方法及び調査票の回収状況

四半期別法人企業統計調査の標本から、一定の方法に

より無作為抽出を行う。

（毎年4～6月期調査前に標本の抽出替えを行っている。）

【参考】平成27年1～3月期調査(平成27年3月12日公表）

標本企業数 103 回収企業数 92(回収率 89.3%)

法人企業景気予測調査（平成27年1～3月期調査）

法人企業景気予測調査（平成27年1～3月期調査）

企業の景況判断BSI

○ 全産業の景況判断BSIは▲15.2と引き続きマイナス

となった(マイナス幅は拡大)。

○ 産業別にみると、製造業は▲31.4、非製造業も▲

5.3となり、引き続きマイナス。

○ 規模別にみると、中堅企業でプラス、大企業、中

小企業でマイナスとなっている。

○ 先行き（27年4～6月)は、製造業ではプラスに転化、

非製造業ではマイナスが続く見通し。

法人企業景気予測調査（平成27年1～3月期調査）

（景況判断BSIの他地域比較）

○ 規模別にみると、中堅企業でプラス、大企業、中

小企業でマイナスとなっている。

○ 中堅企業で全国、近畿を上回っているものの、大

企業、中小企業で全国、近畿を下回っている。

○ 先行きは、大企業で全国、近畿を下回るものの、

中堅企業、中小企業で全国、近畿を上回る見通しと

なっている。

企業の景況判断BSI
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第10回田辺東ロータリーカップジュニアゴルフ大会

本大会は、当田辺東ロータリーが主催し、実行委員会のメンバーは全て当クラブ員で構成されています。

３月２６日にラビーム白浜G.C.で開催されました。県内はもちろん、県外からは兵庫県・大阪府・奈良県から

沢山のジュニアゴルファーの参加を頂き、晴天とはいえ、時折強風の吹く中ちびっ子達の一生懸命のプレーに

多くの拍手が送られました。この大会は「紀伊山地の霊場と参けい道」が世界遺産登録されたことにちなんで

開催されて、今年で１０回目を向えます。ジュニアゴルファーが競技を通じて、ゴルフのルールやエチケット

そしてマナーの習得、並びにゴルフ技術の向上を目指し、ゴルフに限らず、健全で健康・活発な子供たちに

なって欲しいという願いで続けられています。来年も同時期に同会場で開催の予定です。

http://tanabe-east-rc.com/

入賞者 小学生の部

入賞者 高校生の部入賞者 中学生の部

競技の説明をする実行委員


