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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ゲストの紹介

　　　八尾市長　大松桂右様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　竹中浩人会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話

　　　「令和元年度　市政運営方針について」

　　　　　　八尾市長　大松　桂右　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

8/28　「ポリオ」ナイト例会　（19：00～20：00）　

9/4　「私を語る」　倉内雅寛会員・鍋島圭太会員

9/11　鼓呂雲えりか様

9/18　６０周年　フォーラム

9/25「ローターアクトの意義」

　　　　泉 博朗 パストガバナー（大阪帝塚山RC）

　杉本一三名誉会員がお亡くなりになりました。いろい

ろと思い出がありますが、毎年節分に石切神社で豆ま

きをしたことを思い出します。近年はしばらく行ってい

ませんが、今年度に復活したいと考えています。皆様

もぜひ、ご参加ください。

さて本日は、ロータリーの真の姿についてお話ししま

す。「ロータリーはＥＳＳ」と言われます。enjoy、study、

serviceのことですが、enjoyは楽しむこと。studyは人生

哲学や職業倫理を学ぶこと、そしてserviceは奉仕する、

思いやりの心を持つことです。このESSが、ロータリー

の真の姿であると言われています。

人間には５段階の欲求があるそうですが、尊敬の欲求

や自己実現の欲求などを満たしてくれるのが、ロータ

リークラブであります。そんな、人間の欲求を満たすこ
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とができるロータリーの例会に、皆さんもふるってご出

席ください。

▼2～6日にインターアクトの海外研修が行われ、宮

川・児林・曽家会員に参加いただきました。また結団

式には会長他で参加してまいりました。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼9日にリーダー研が開催されます。

▼「自然の中で」が19～20日に曽爾高原で実施されます。

▼秋のRYLAが11月2～4日に開催されます。ロータリ

アン、受講生ともにお申し込みください。

▼箕面千里中央ＲＣから、講演会の案内が届いています。

▼ガバナー事務所は13～16日が夏期休暇です。また

当クラブの事務局も、13～16日はお休みです。何かあ

れば幹事までご連絡ください。

▼杉本名誉会員がお亡くなりになりました。お供えの

ご希望があれば、井川会員までお申し出ください。

▼28日は午後7時からナイト例会を開催しますので、

お間違えないようお願いします。また、ご家族の皆さん

もご参加ください。

▼森川　充康　会員

　もりかわ歯科の森川と申します。これからどうぞ、よろ

しくお願いいたします。

▼三木　由貴男　会員

　住友生命の三木と申します。伝統あるクラブに入会

させていただき、ありがとうございます。これから頑張り

ますので、よろしくお願いいたします。

▼山口　智士　会員

　入会して、もう25年になります。これまでなかなかお

役に立てませんでしたが、人生100年時代ですので、

これから取り返したいと思います。

▼宮川　清　会員

　還暦となり、入会10年を迎えました。内面はなかなか

変わりませんが、皆様のご指導をいただきながら、研

鑽していきたいと思っております。これからもよろしくお

願いいたします。

▼稲田　賢二・SAA

　ナイト例会を8月28日の夜7時から開催します。金光

八尾の生徒５名と先生もご出席いただきます。卓話で

は地区の方をお呼びして、ポリオに関するお話をして

いただきます。ご夫人、ご家族は2,000円です。なおこ

の例会は節食例会として、余った分をポリオプラスへ

寄付させていただきます。

▼インターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　インターアクトの海外研修に参加し、昨日の朝に

帰ってきました。インターアクターたちが、タイの高校

生たちと親交を深めました。

　また来月には金光八尾の文化祭もありますので、バ

ザー商品のご提供をよろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　WEB内容の更新を、今月下旬に予定しています。ぜ

ひご覧ください。

▼山口　智士　会員

　先日は藍綬褒章を祝う会を盛大に開催していただき、

ありがとうございました。これに恥じないよう、これからも

努力してまいりますので、変わらぬご指導をよろしくお

願いいたします。

▼田中　康正　会員

　先日の藍綬褒章受章の祝賀会には多数のご参加を

いただき、ありがとうございました。皆様の祝福の気持

ちを無駄にしないよう、これからも頑張りますので、よろ

しくお願いいたします。

新 入 会 員 ご 挨 拶

在 籍 表 彰 ご 挨 拶

還 暦 の ご 挨 拶

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告



「防犯カメラの威力と八尾市の現状」

▼八尾警察署長・警視・佐藤　信次　様

　本日は、防犯カメラのお話を

したいと思います。現在、市にも

お願いしているところですが、

平成29年まで署長を務めており

ました守口市では、市役所に

お願いして設置してもらいまし

た。「八尾から１件でも犯罪を

減らしたい」という思いで取り組んでいます。

　現在の捜査の主力は、間違いなく防犯カメラになってい

ます。大阪府では現在、３万台以上の防犯カメラが設置

されています。寝屋川で発生した中学生誘拐事件の影

響などで、近年増加しています。

　八尾市には現在、635台の防犯カメラがあります。ただし

これらは、旧式のカメラです。守口はWi-Fiカメラをつけて

もらいました。

　Wi-Fiカメラは、20ｍ圏内に入ると画像がとれるように

なっています。こうした無線通信式ですと、電波で画像が

とれるので、便利です。昔のＳＤカードの時代は、上に登

らなければ画像がとれませんでした。

　Wi-Fiカメラなら、自治体と警察が協定を結び、事後承

諾で映像を見ることができます。自治会などが設置する

防犯カメラの場合は、所有者の承諾と立会いが必要なた

め、すぐに情報を使えないというデメリットがあります。た

だWi-Fiカメラは、値段が少し高いのが難点です。

　いわゆる緊急配備の際、最新の画像を防犯カメラから

とって、配置員に一斉に流すことも可能です。110ｍ四方

に防犯カメラがあれば、犯人がどっちに逃げたかが、だい

たいわかります。映像を追って、どこかで出てこなくなれ

ば、そのエリア内に隠れていることになります。

　つまりWi-Fiの防犯カメラなら、初動捜査に使える、とい

うことです。またパソコンを介して使うので履歴が残るため、

警察が不正をしていないことも説明できます。

　八尾市内のWi-Fiカメラは現在、128台です。中核市に

しては、もう少しつけてもらえればな、と思います。八尾市

では昨年、44台を設置しています。

　守口市ではWi-Fiカメラを一斉に導入しましたので、犯

罪が２割減少しました。

　防犯カメラを追うと、犯人の動きがわかります。このごろ

の犯人は、車や電車で来て、そこから自転車を盗んで犯

行に及びます。こうした動きがわかれば、捜査のやり方も

変わってきます。実際にこれまで、放火やひったくり、公

然わいせつなどの被疑者の逮捕にもつながりました。

　ただし、年間100台ずつ、10年がかりで設置していった

のでは効果が半減します。一気に設置することが効果的

です。少しずつ増やしていっても、10年たてば10年前の

古いカメラはたいてい、使えなくなっています。

　また自治会や町会が管理する防犯カメラも、効果が半

減します。映像をとるため、いちいち了解をとりにいかな

ければならないですし、そうすると夜中は動けません。ま

た所有者が留守なら、再度訪問しなければなりません。

　八尾署に着任して以来、私は「地域ぐるみ」の安全対策

をずっとお願いしています。みんなでお互いができること

で連携していくことが大切です。警察だけでは解決でき

なくても、町会や市役所などとも連携すれば、解決できる

こともあります。

連携によって、問題の根本的な解決ができることも実際

にこれまで経験してきました。

　どうかこれからも引き続きのご支援、ご協力をよろしくお

願いいたします。

▼笠井会長　八尾警察署長警視佐藤信次様、ようこ

そお越し下さいました。卓話よろしくお願い致します。

三木会員、森川会員、入会おめでとうございます。今

後共よろしくお願い申し上げます。

▼山本（勝）直前会長　曽家君、インターアクト同行並

びに代表者会議、ありがとうございました。

▼小谷副会長　三木さん、森川さん、入会おめでとう

ございます。

▼吉田幹事　曽家様、児林様、宮川様、海外研修お

疲れ様でした。誕生内祝い。

▼佐野会員　杉本一三名誉会員ご逝去お悔やみ申し

上げます。先輩には入会以来ご指導頂き、現在の私

が有ります。長い間有難うございました。ゆっくりお休

み下さい。写真有難う。

▼坂本会員　暑中お見舞い申し上げます。八尾警察

署長佐藤信次様、本日の卓話よろしくお願い致します。

ニ　コ　ニ　コ　箱

卓　　　話



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 ▼ 新宮　一誓　　副委員長 ▼ 吉本　憲司
委 　員 ▼ 福田　隆教　　相馬　康人　　竹中　浩人

■ 出席報告

月日

7/24

7/31

8/7

会員数

63

63

65

出席

49

42

51

うち出席規定
適用免除者

14

14

17

メーク
アップ

0

出席率

90.74％

77.78％

86.44％

確定
出席率

90.74％

ご夫人誕生日。

▼池尻会員　八尾警察署長佐藤信次様、卓話よろし

くお願い致します。

▼中川（將）会員　佐藤警視様、卓話よろしくお願いし

ます。

▼山口会員　在籍内祝い。写真有難う。

▼中川（廣）会員　森川さん、三木さん、入会おめでと

うございます。これからもよろしくお願いします。

▼小林・新宮・鍋島会員　誕生内祝い。

▼稲田・奧谷会員　ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼川田会員　あたたかい日が続いています。

▼吉本会員　三木様、森川様、入会おめでとうござい

ます。杉本名誉会員のご冥福をお祈りします。

▼田中会員　先日の祝賀会、本当にありがとうござい

ました。発起人の皆様には、ご尽力頂き、感謝します。

ありがとうございました。写真有難う。

▼濵岡会員　ご夫人誕生日。写真有難う。

▼松井会員　三木様、森川様ようこそ。

▼澁谷会員　良い事が有ります様に。

▼長竹会員　笠井会長、先週はお世話になりました。

▼宮川会員　曽家さん、インターアクトお疲れ様でした。

お世話になり、ありがとうございました。皆さん猛暑に

つき、体に気をつけて下さい。誕生内祝い。

▼野村会員　森川さん、三木さん、ようこそ。本日、研

修委員会です。よろしくお願いします。写真有難う。例

会欠席お詫び。

▼児林会員　インターアクト、曽家様お疲れ様でした。

写真有難う。例会欠席お詫び。

▼西村会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼大槻会員　暑中お見舞い申し上げます。

▼相馬会員　クラブ懇親会、有難うございました。

▼北野会員　在籍表彰を頂いて。（２年目）

▼友田会員　ありがとうございました。年次表彰。在籍

内祝い。

▼曽家会員　会長、副会長、幹事、田中会員、海外

研修での餞別有難うございました。昨日、無事日本に

帰って参りました。

▼平尾会員　夏カゼひきました。皆さんお体大切に。

▼佐々木会員　写真有難う。

▼倉内会員　良い事が有りました。バッジ忘れお詫び。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１９年８月７日（水）

承認事項

1.60周年の件

2.議事録承認事項

3.会計報告

4.初親睦会収支報告

5.研修事業

6.八尾市文化芸術芸能祭協賛金の件

7.台北東ロータリークラブ公式訪問の件

8.ネパール・シンドパルチョック地区に於

いて飲料水確保と識字率の向上を支援

する事業の件

9.「自然の中で」「リ―ダー研」の件

10.ロータリーアクトクラブ設立準備委員

会設立の件

11.事務局お盆休みの件８月１３日（火）

～１６日（金）

12.杉本名誉会員の死去に伴う香典の件

13.薬物乱用防止の募金箱回覧の件

理事会議事録
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