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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「奉仕の理想」

●ゲストの紹介

　　地区クラブ広報・公共イメージ向上委員会　

　　　　山西陽佑委員様（高槻東ＲＣ）

　　米山奨学生　陳　韋宏　様

●出席報告

　　在籍表彰

　　　会員特別表彰

　　　　在籍４０年　山本義治会員

　　　会員年次表彰

　　　　在籍３３年　坂本憲治会員

　　　　在籍２８年　寺坂哲之会員

　　　　在籍２４年　小山悦治会員

　　　　在籍　４年　小谷逸朗会員

●お誕生日お祝い

　　　村本順三・高井榮彌・笠井　実・

　　　野村俊隆・吉本憲司・幡田賀紀会員

●米山奨学金贈呈

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」　「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　「ロータリーの友月間に因んで」

　　　地区クラブ広報・公共イメージ向上委員会　

　　　　　山西　陽佑　委員様　（高槻東ＲＣ）

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

9/13　「私の会社経営」宇野泰正会員

9/20　「ライラについて」

　　　　　　　　　ＴＥＡＭ　ＲＹＬＡ　田　原至様

　先日、RYLAの実行委員会が開催されました。皆様

ご存じの様に来年の春のRYLAは、八尾RCがホストク

ラブです。まだ十分時間が有りそうですが、この10月

の秋のRYLAで開催旗の伝達式が有ります。

　例年そこで春のRYLAのテーマと若干の内容説明を

行うそうです。いよいよと言うと気がしますが解らない

事が多く、まだまだこれからですが、一応基調講演の

講師の候補者を４名挙げていただきました。それを精
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査し、理事会の承認を得て、皆様にも発表したいと思

います。また実行委員会の全体組織図ですが、これ

は八尾RCあげての事業です｡当日は何かの役割があ

ると思いますので、どうか御協力宜しくお願いします。

　さて先日東京へ言ったときの話ですが、急いでおり

荷物もあったのでエスカレーターの端に乗っておりま

したら、後ろから外人に”日本では止まる時は左で

す”と言われました。中国人旅行者と思われたのかも

しれませんが、すいませんと道を開けました。おそらく

その外人は関西に来たことが無かったのでしょうね。

　でもどうして東京と大阪で見事に違うのでしょうか。

諸説あって、江戸の武家文化と大阪の町民文化の違

いと言われますが、それだけではない様です。確かな

のは大阪万博の折、阪急電鉄の梅田駅で「お急ぎの

方のため左側に通路をお開けください」とアナウンス

されました。それ以後大阪周辺の地域では左を開け

るようになったそうです。

　自然な状態だと日本人は左に寄る習性が有るようで、

これは心臓が左で、右利きの人が多いからと言う説が

あります。歩行者天国や心斎橋は左側通行で、話は

ややこしくなりなすが小学校で「廊下は右側を歩きな

さい」と教えられ、道路交通法で車は左、人は右と教

わりました。一体何んでしょうか? 

　では話をエスカレーターに戻しますが、マナーはさ

ておき、我々建築に携わっている者からすると階段の

設置基準は大変厳しくて、特に大勢の人が利用する

場合エスカレーターを階段として利用するのは非常

の危険で、今なら阪急電鉄は訴えられていたでしょう。

　新しいマナーとして、輸送力を考えても「通路を開け

ず、２列でエスカレーターに乗りましょう」。次の大阪

万博では、このようなアナウンスが流れているかも知

れません。

▼31日に地区インターアクト合同会議開催されま

す。吉田会員に出席いただきます。

▼来月2日にロータリー財団セミナーが開催され、

会長、福田会員が参加されます。

▼本日夜、新入会員のオリエンテーションを開催

します。

▼会員満足度アンケートですが、未提出の方は

早急にお願いいたします。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　会員

　10月19日に春日台CCで、秋の四輪会を開催し

ます。多数のご参加をお待ちしております。

▼地区ローターアクト委員会・

　　　田中　康正　委員

　当クラブでは春のRYLAをホストする予定ですが、

これに先立ち10月7～9日に開催される秋のRYLA

を見学いたします。多数のご参加をお願いいたし

ます。

　また「ロータリーパパ」をクラブ内で選任しますの

で、ご協力をお願いいたします。

「八尾市政70周年に向けて」

▼八尾市長・田中　誠太　様　

　八尾市は来年、市制施行70周年を迎えます。ま

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話



た、来年４月には、中核市にも移行します。これら

の準備を、今から着実に進めていく必要があります。

　本日は今年度の市政運営方針を、資料としてお

配りしております。基本的な考え方として、５つの項

目を挙げています。

　来る9月9、10日には、恒例の「八尾河内音頭まつ

り」が開催されます。このまつりも、今年は40周年の

節目を迎えます。皆様にも多数ご参加いただき、

盛り上げていただきたいと思います。

　中核市につきましては法律が変わり、八尾市も対

象になりました。これまでは人口20～30万人の「特

例市」でしたが、これがなくなり、20万人以上が中

核市の対象になりました。

　中核市になることを明確に宣言することで、権限

や財源がおりてくるのです。ただ、大阪府内でも吹

田や茨木は移行していません。これらの市は財政

力が豊かなので、中核市になると、逆に持ち出しし

なければならなくなるからです。

　八尾市は財政力が弱いこともありますが、中核市

になることで10億円あまりの財源が入ってくることに

なります。このため市民の負担がなく、サービスをよ

り身近に行うことができ、喜んでもらうことができると

考えています。

　大変なこともいろいろとありますが、しっかりやって

いきたいと思っています。

　その一番は、保健所です。中核市になることで現

在の府保健所が、「八尾市保健所」になります。保

健所には職員が55人ぐらいいますが、現在も市か

ら10人あまり送り込んでいます。移行後は引き継ぎ

もしながら2～3年かけて、職員を入れ替えていく計

画です。

　保健所以外にも、産業廃棄物の許可や学校の先

生の研修も、市独自に行っていくことになります。

　地域分権につきましては、八尾市には28の小学

校区あります。それぞれの地域の文化や歴史を大

切にしながら、施策を進めています。市役所の出

張所ではこれまで、公金の収納をしていましたが、

これを廃止して口座振替やコンビニ納付を利用い

ただきたいと考えています。また印鑑証明なども、

今ではコンビニで取得できます。利用の時間帯も

窓口より拡充され、便利になっています。

　公金収納業務に必要な出張所の職員は、１ヶ所

につき３人としても、市全体で計30人必要です。日

によっては件数が少ないこともありますが、それでも

職員を置いておかねばなりませんでした。

　出張所で公金収納をしていた職員は今後、他の

職務にあたってもらう計画です。

　健康については、保健師を出張所にも派遣する

などして、市民の健康づくりを支援しています。近

いうちに健康都市宣言をしたいと考えています。

少子高齢化が進んでいますが、人口の「社会増

減」に関しては、八尾市は４年連続で増加していま

す。

　そして中国、ベトナムなどを中心に、外国人市民

も増加しています。企業でも外国人を採用されるこ

ともあると思いますし、こどもたちの言語も多様化し

ています。

　学力テストにつきましては、八尾は大阪や全国の

平均とほぼ同等ではないかと、現在分析中です。

　また「切れ目のない支援」として妊娠、出産、子育

て支援なども八尾市では行っています。女性の活

躍も推進しており、八尾市では副市長、教育長、筆

頭部長も女性です。市役所でも確実に女性が育っ

ていると感じています。

　行財政改革については、現在市長３期目ですが、

これまで取り組みを進めてきました。これからも仕事

の仕組みや仕方なども変えることで、財源を生み

出していきたいと考えています。

　ＲＣの皆様は経営者も多いことから、本日は財政

指標の資料も用意しました。私が市長に就任した

平成19年度からこれまでに、多くの予算を投じて、

遅れていた学校の耐震化を終えました。それでも

指標は悪化していません。

　また病院や水道、下水道も順調に推移していま

す。病院の設備投資や、水道局の建て替えなどを

実施してきました。

　行政には、なかなか特効薬がないと言われます。

税収が増えれば、交付金が減らされます。これから

も市民の皆様のために全力で頑張る所存ですので、

財政状況なども理解していただき、ご協力をいただ



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

8/9

8/23

8/30

会員数

53

55

55

出席

38

41

37

うち出席規定
適用免除者

7

8

8

メーク
アップ

1

出席率

86.36％

87.23％

78.72％

確定
出席率

88.64％

きますよう、よろしくお願いいたします。

▼菅野会長　田中市長、本日卓話よろしくお願

いします。

▼宇野副会長 田中市長、本日卓話よろしくお

願いします。

▼長竹幹事 田中市長いつも有難うございます。

▼佐々木名誉会員　市長ようこそ、楽しみにし

ています。バッジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　田中市長ようこそ。西さんよう

こそ。例会欠席お詫び。

▼中川（廣）会員　田中市長、本日卓話よろしく

　　　　　　　　　　　　　　　　　お願いします。

▼小林会員　田中市長、有難うございました。

▼笠井会員　田中会員お世話になります。

▼川田会員　よいことがドドーンｯ！！といっぱ

いありますように。

▼濱岡会員　バッジ忘れ。

▼津田会員　池尻さん、長竹さん、昨日はお世

話をかけ有難うございました。

▼吉田会員　ニコニコ、よろしく御願いします。

インターアクトバザーの品物の御協力よろしくお

願いします。西さん、ごぶさたです。

▼西村会員　良い事があります様に！

▼西会員　在籍内祝い。誕生内祝い。例会欠

席お詫び。

▼相馬会員　皆様ニコニコご協力有難うござい

ました。

▼北野会員　入会有難うございました。宇野会

員写真有難うございました。

▼友田会員　初めてニコニコです。ワクワクです。

ニ　コ　ニ　コ　箱

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

月 火 水 木 金 土 日

金光八尾高校
文化祭

クラブ協議会
（ガバナー補佐）

理事会

地区ロータリー
財団セミナー

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
方式訪問

秋の
親睦
旅行

秋の
親睦
旅行

理事会

例会→
29日（日）に変更

秋のRYLAセミナー
　（～９日）

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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