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Celebration 

☆ 司会進行 SAA – 栗林久一 君 

 

＜ゲスト＞ 

紀陽銀行 

 統括支店長 

 相楽修志 様 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

小池佳史君  S28.1.29（還暦祝い） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
松本政彦君  S10.1.21 ・ 栗林久一君  S31.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【ご婦人お誕生日】 

尾崎栄子 様  S29.1.25 ・ 龍田敏代 様  S32.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  会長 龍田安廣 君 

 今年に入り当クラブ単独での初例会となりました。 

改めまして、明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜

しくお願い申し上げます。 

 正月の行事と言えば“成人式”が各地で執り行われます。実

は私の次男も成人を迎えることができました。これからは大人と

して立派に成長する事を願うばかりであります。 

 話は変わりますが、自民党・公明党による政権政党になりまし

た。今、外遊のさなかであります阿部首相でありますが、当地

区より選出のせこうひろしげ議員が内閣官房副長官で随行し

ているところが TV で放映されていました。 

 和歌山県には二階代議士はじめ蒼々たる国会議員が在籍し

ています。今後の活躍に期待したいと節に思うものでありま

す。 

 最後になりましたが、クラブ 

会員各位の本年度のご健 

勝とご健康を祈念いたしま 

して私の念頭のご挨拶並び 

に告示といたします。 

 

 

   幹事 小池佳史 君 

○3 月 16 日（土）大相撲春場所（大阪場所）に親睦旅行を兼ね

て行きます。この件については、有田2000RCの川島様に大

変お世話（チケットの購入等）になっています。 

○地区大会のビデオが届いていますので、ご覧下さい。 

 例会終了後理事会の続きを行います。 

理事の方々よろしくお願いします。 

 

 ｢近年の日本及び 

御坊地域をとりまく経済情勢｣ 

紀陽銀行 御坊支店 

         統括支店長 相楽修志 様 

１．経済動向について 

  （１）２０１１～２０１２年 

  （２）２０１３年 

 ＊世界経済 ・ 日本経済 ・ 関西 ・ 日高地方の経済動向 

２．確定申告書別表・決算書の見方 

  （１）確定申告書別表の見方 

  （２）決算書の見方 

  （３）資金繰表の見方 

２０１１年 

○東日本大震災  台風１２号 

本日のプログラム 

幹 事 報 告

会 長 告 知



 

78.6% 85.7%

会員数 欠席者 免除会員 出席率出席者

⇒12月19日 の修正出席率

12名 2名 1 83.3%10名

○東日本大震災について 

阪神淡路大震災→自衛隊ピークの出動人数約２万人 
→被害額 １０兆円 

東日本大震災→自衛隊ピークの出動人数約１１万人 

被害額 ５０～６０兆円超 

○台風１２号について 

和歌山県内では  死者５３人 行方不明者５人 の甚大

な被害 

２０１２年 

○世界の指導者交代の「当たり年」 

日本（安倍首相）、中国（習 近平総書記）、仏（オランド大

統領）、ロシア（プーチン大統領）、韓国（朴 パク女性大統

領）、米（オバマ大統領 再選） 

○欧州 

支払不能国を破綻させない⇒欧州債務危機の広がりを

先送り⇒今後 （ギリシャ、スペイン） ＥＵの優等生であるド

イツや フランス等の対応は？ 

欧州の債務危機は そう簡単に改善しない 

○米国  

ドルの実体は 

決して強いとは 

いえない米国 

景気は回復 

できるか→ 

財政の崖 

大統領選⇒ 

オバマは財政出動⇒ 

景気浮揚と負債大の両面あり⇒ツケは大きいが 景気浮

揚狙う 

ただ米国は 経済、政治、金融等であらゆる政策を打ち出し

てきた→残す打つ手は少ない 

米国の人口問題は 移民（特にヒスパニック系）で今後も

増加していく ⇒経済は 一部明るさが出つつある 

○中国 

１０年ぶりの指導者交代 

インフレ→不動産バブル⇒バブルはじけても中国経済の終

わりではない  まだ経済成長する余力はある 

今後の問題点…一人っ子施策による少子高齢化・人口

構成  

人口１３億人 貧富の差  中国共産党一党支配 

○韓国 

韓国初の女性大統領 朴パク大統領 

「大企業優遇」から 中小企業育成に重心を置く 、「富の

蓄積を独占」から 財閥改革へ 

○フランス 

オランド大統領は 社会党出身左派系で ミッテラン大統

領以来 １７年ぶり →サルコジ大統領の「緊縮財政」から 

反緊縮 ・成長重視  オランド大統領は 社会党出身左派

系で ミッテラン大統領以来 １７年ぶり 

サルコジ大統領の「緊縮財政」から 反緊縮 ・成長重視 

○ロシア 

天然資源が豊富、政治、政策に問題あり 不安大きい 

プーチン大統領が ４年ぶりに返り咲き 

取り締まりの強化⇒ 民主化の後退 

経済面は 投資環境の改善、外国資本の誘致、資源（石

油 ・ガス）の国家管理強化 

○日本 

近年 毎年 首相が替わる、景気のもたつきが目立つ 

Ｈ２４／５～７月 「緩やかに回復しつつある」が ピークであ

った？  それ以降 景気後退局面  

①海外景気の減速 ②欧州経済危機⇒中国の低迷 ③長

期の円高 ④中国との関係悪化 

⑤長期デフレからの脱却へ展望見えず ⑥Ｈ２４／９ 国内

エコカー補助金の終了  

⇒特に 為替とデフレの影響大きい（家電業界売上の増

減…８割は為替の影響で 決まる） ⇒現状 大企業…国

内生産と雇用を守るため 巨額赤字を出しながら海外で

稼ぎ 何とか収益を確保している 

⇒今の円高が あと３年以上続けば 企業は 「もう もたな

い」との声多し 

⇒産業の空洞化 

⇒正社員減り→非正規雇用増え→貧困増→少子化 

 →結婚難 

⇒年末、政権交代で流れが変わり明るさも見えつつある

が今後実績を残せるか？ 

○日高地方 経済 

○台風１２号 日高地区の 復興対策費は 

４００億円程度 → ３～５年以内で 

今後 日高振興局内の河川整備等費は１００億円規模 

Ｈ２４／４～Ｈ２５／３土木・建設関連費は通常の３倍以上 

高速道の４車線化 

２０１５年（ Ｈ２７年） 秋、和歌山国体 

 

 

  SAA  稲垣 崇 君 

◇龍田安廣 君  次男が成人式を迎えました。 

◇森本弘之 君  相楽様本日よろしくお願いします。 

◇白井 勇 君   相楽様本日よろしくお願いします。 

◇栗林久一 君  今年もよろしくお願いいたします。 

 

  出席委員会  雑賀鈴夫 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会のご案内 
★1/30 例会は 

Movie version- Europe cruise 

 雑賀鈴夫君の会員卓話です。 

出 席 報 告

ニ コ ニ コ 箱


