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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　

　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

●在籍表彰

　会員特別表彰

　　在籍25年　小山悦治会員

　　在籍　5年　小谷逸朗会員

　会員年次表彰

　　在籍41年　山本義治会員

　　在籍34年　坂本憲治会員

　　在籍29年　寺坂哲之会員

　お誕生日御祝い

　　村本順三会員（古稀）

　　高井榮彌・笠井　実・野村俊隆・

　　吉本憲司・幡田賀紀会員

●出席報告

●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」　

　　　　　　クラブ広報委員会　相馬康人委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/12　「八尾市の里親の現状」

　ふたば里親会会長　辻本眞波様

　東大阪子ども家庭センター職員　緒方裕子様

9/19　　ガバナー公式訪問

　　　　　　ＲＩ２６６０地区ガバナー

　　　　　　山本博史様（大阪南ＲＣ）

　夏の全国高校野球が先日まで行われていました。我が

八尾RCも、レベルは違いますが６月に甲子園で試合を行

い、勝つことができました。

　高校野球では決勝まで勝ち進んだ、秋田県の金足農

業高校が話題を呼びました。強豪校が全国から部員を集

める中、地元の子どもたちだけで頑張る姿は、全国に勇

気と元気を届けてくれました。予想外に勝ち進んだものの、
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カンパもたくさん集まったようです。

　ところで調べてみますと、農業学校というのは全国で

350余りあります。男子の生徒数は減っている一方で、女

子はこのところ増えているそうです。女子の比率も今では

５割近くまで達しているとのことで、ここに未来への希望を

感じます。日本もまだまだ捨てたものじゃないと思います。

▼22日、地区ローターアクト委員会に田中会員が

出席されました。

▼25日、地区の職業奉仕委員長会議に山陰委員

長が参加されました。

▼27日、地区インターアクトの合同会議と懇親会が

開かれ、吉田・大槻会員に出席いただきました。

▼9月1日に地区のロータリー財団セミナーが開催

され、山本会長と飯田会員に出席いただきます。

▼本日例会後、ガバナー補佐をお迎えしてクラブ

協議会を開催します。

▼国際ロータリー 第2660地区 ＩＭ第4組・

　鈴木　慶一　ガバナー補佐（大阪南ＲＣ）

　先月の西日本豪雨に対する義捐金として、地区全

体で約800万円をお寄せいただきました。ご報告と御

礼申し上げます。

　また本日は、クラブ協議会でお世話になります。よろ

しくお願いいたします。

▼国際ロータリー 第2660地区 ＩＭ第4組・

　加茂次也　ガバナー補佐エレクト（東大阪ＲＣ）

　次年度のガバナー補佐として、本日は見習いで参

加させていただきます。パストガバナーのお２人やガ

バナー補佐の先輩、井川会員もおられるクラブで緊張

しておりますが、よろしくお願いいたします。

▼秋のRYLA実行委員会・

　　　角谷　真枝　副委員長　（茨木西ＲＣ）

　茨木西ＲＣが今年度、秋のRYLAを担当することにな

りました。春のRYLAでは八尾RC様にお世話になり、

大変勉強になりました。

今回は9月22～24日に開催予定で、今月末が締め切

りです。受講生もまだ申し込み可能ですので、ぜひご

推薦をお願いいたします。

▼会員増強委員会・児林　秀一　委員長

　9月26日の卓話の時間で、会員増強に関するフォー

ラムを開催します。当日は30分延長させていただき、2

時まで行う予定です。

　それに向けて本日、アンケート用紙をお配りしており

ます。会員の皆様の意識調査をしますので、ご協力を

お願いいたします。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　9月15日に金光八尾の文化祭が開催されます。バ

ザーへの出品にご協力をお願いしておりますが、来週

の例会でいったん締め切りとさせていただきます。ご

協力をよろしくお願いいたします。

▼親睦活動委員会・長竹　浩　副委員長

　秋の親睦旅行につきまして、昨年度台風で中止と

なった伊勢方面で検討しましたが、特急しまかぜの予

約がとれず、今年度は丹波へ日帰りでの旅行を企画

させていただきました。

　10月17日の例会後に実施いたします。皆様のご参

加をお待ちしております。

「中核都市・八尾 市制施行70周年」

▼田中　誠太　市長

　八尾ロータリークラブ様には毎年こ

うして卓話に呼んでいただき、八尾市

の現状をお話しする機会をいただき

まして、ありがとうございます。

　昨年８月にも卓話をさせていただき

ましたが、それからの一年間を振り返りますと、まず９月に八

尾河内音頭まつりがございました。八尾ＲＣの皆様にもご協

力いただき、盆踊りでは2872人が同時に河内音頭を踊り、見

事に世界記録を達成することができました。八尾の文化を広

く発信できたと思っております。

　また八尾市立病院につきましては全国的にも高く評価され、

３回の表彰をいただきました。７年連続で黒字ということでも
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卓　　　話
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評価され、府内の公立病院としては初めて総務大臣表彰を

いただくことができました。また特に、がんの拠点病院としても

高い評価をいただいています。

　まちづくりでは、空港西側で都市計画道路の八尾富田林

線が動き始めています。住宅用地では買収に時間がかかり

ますので、飛行場用地の買収に計画を変更しました。大和川

にも新しい橋をかけていく計画です。

　また文化会館は、１月に総務大臣表彰をいただきました。こ

のほか高安の能に関しても文化継承に取り組んでおり、今年

は野村萬斎さんを呼んで能を上演する予定です。

　さらに由義寺跡につきましては、国史跡の指定をいただき

ました。わずか８ヶ月で指定が決定したということは、いかに

歴史的に意義があるかを物語っていると思います。

　そして４月に八尾市は中核市となり、市制施行70周年を迎

えたことから、記念式典も行いました。中核市になると、2000

項目以上もの権限が市に移譲されます。特に、保健所が府

から市に移管されました。

　医療、介護、福祉をはじめ動物愛護なども市に権限が移る

ことで、皆様のより身近なところで連携でき、市民サービスが

向上するものと考えています。実際、八尾市保健所では従来

の大阪府八尾保健所のときよりも相談件数がかなり増えたと

聞いております。それだけ市民の皆さんに頼りにしていただ

いているものと理解しております。

　またゴミ袋は、サイズを小さく変更しました。これまでの45

リットルから35リットルにしたことで、リサイクルのきっかけにも

なりました。この１年でゴミの収集量は13％減少し、約6200ト

ン減りました。これにより、１億円ほどの焼却費用が節約でき

たことになります。一方で、容器包装プラスチックが約３０％

増加しリサイクルも増えました。

　そして８月には、曙川南地区の区画整理で一部街開きされ

ています。来年の８月にはすべて完成する計画で、新しい街

並みが誕生します。市も投資していますが、20年ぐらいで償

却できるのではないかと考えています。その後は郡川地区で

も、約８ヘクタールを再開発する計画です。3～4年後には完

成を目指しています。

　今月８日には「みせるばやお」がＬＩＮＯＡＳ８階にオープン

しました。八尾の製品を見てもらい、技術を見せる場、そして

子どもたちが学べる場でもあります。夏休みということもあり早

速、賑わいを見せてくれています。そしてここは、新たな商品

開発を議論する場にもなっています。子どもたちには将来、

八尾の企業で働きたいと思ってもらえるようになれば、うれし

く思います。

　10月には、健康まちづくり宣言を予定しています。市民に

常に健康を意識してもらうことができるように、５項目の宣言を

作りました。皆さんも奨励していただきますよう、ご協力をよろ

しくお願いいたします。

　来年４月には、公立の認定こども園が完成する予定です。

就学前施設は、公立で10ヶ所、私立で44ヶ所となります。待

機児童ゼロを目指して、子どもたちもしっかり見てまいります。

　今年は特に暑い夏でしたが、中学校へのクーラー設置は

今年度中に完了します。小学校にも導入していく方針であり、

９月定例会へ16憶500万円の補正予算案を提出しています。

　地震で危険性が指摘されたブロック塀ですが、八尾市では

緊急の対処を要する危険な所はあまりなかったのですが、こ

れも早急に対応していきたいと考えています。

　これからの八尾を考えますと、皆様にはどこでも印鑑証明

などがとれる便利なマイナンバーカードをぜひお作りください。

水道局では庁舎を新築しましたが、これまでのように書類が

山積みにならない先進的なオフィスにしてまいります。

　広域的な行政につきましても、ＩＴ技術を活用すれば近隣

のみならず遠隔地の自治体とも連携できます。地域を越えた

行政運営のあり方を考えていくことも大切です。

　そして情報発信も重要です。八尾市はまだまだ弱いところ

がありますが、積極的に発信しつつ市民の皆さんと共有しな

がら進めていきたいと考えています。

　現在、八尾市の第5次総合計画が進んでいますが、３年後

からは次の新計画になります。これからその具体的な内容を

作っていく時期ですが、様々な個別計画もこのタイミングに

合わせ同時にスタートしていくようにしてまいります。

　これからも次の時代を見据えた行政を目指してまいります

ので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

▼茨木西ＲＣ　角谷真枝様　秋のライラ、受講生のご紹介

宜しくお願いします。

▼山本会長　田中市長、本日卓話よろしくお願いします。

鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト様、協議

会よろしくお願い致します。

▼稲田副会長　鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エ

レクト、角谷様、田中市長様、ようこそおいで下さいました。

ニ　コ　ニ　コ　箱



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 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

8/8

8/22

8/29

会員数

62

62

62

出席

49

43

46

うち出席規定
適用免除者

13

14

12

メーク
アップ

1

出席率

89.09％

76.80％

85.20％

確定
出席率

90.91％

▼柏木副会長　田中誠太市長、本日卓話よろしくお願い

致します。鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト、

クラブ協議会ご指導の程、お願い致します。角谷様ようこ

そおいで下さいました。山本隆一さんお世話になりました。

▼澁谷幹事　鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エ

レクト、本日のクラブ協議会宜しくお願いします。茨木西Ｒ

Ｃ角谷様ようこそ。田中市長、卓話宜しくお願いします。

▼中西（啓）・田中・長竹会員　田中市長様、本日卓話を

よろしくお願いします。

▼池尻会員　田中市長、いつも有難うございます。福田さ

ん、先日は有難うございました。

▼中川（將）・吉本・濵岡会員　田中市長、ようこそお越し

下さいました。本日卓話楽しみにしています。

▼中川（廣）会員　良い事がありました。バッジ忘れ。早退。

例会欠席お詫び。

▼宇野会員　田中市長様、卓話よろしくお願いします。例

会欠席お詫び。

▼津田会員　例会欠席お詫び。

▼松井会員　バッジ忘れ。

▼宮川会員　昨日は来てくれなくて、ありがとう。

▼野村会員　明日、ＳＡＡ委員会を行います。委員会メン

バーの皆さん、よろしくお願いします。宮川さん昨日はい

かなくてすみませんでした。怖かったんです。

▼児林会員　会員増強委員会よりアンケートよろしくお願

いします。

▼西村会員　良い事がありますように！！

▼富田会員　ギリギリで申し訳ありません。例会欠席お詫び。

▼大熊会員　良い事がありました。例会欠席お詫び。

▼福田会員　田中誠太市長、ようこそお越し下さいました。

▼幡田・藤田会員　いつもニコニコ有難うございます。

▼友田会員　秋のライラ参加よろしくお願いします。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋のRYLA
セミナー（～24日）

理事会

ロータリー財団
セミナー

金光八尾
文化祭

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区公共イメージ
向上セミナー

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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