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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「歓迎の歌」

●新会員の紹介

　　　松岡　伸晃　会員　（再入会）

●出席報告

●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　「そこまで言って委員会

　　　　　　　　　米山記念奨学制度について！」

　　　　　米山奨学会委員会　松井良介委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/6　　「ロータリー財団について」

　ロータリー財団委員会

　　北野和男委員長・井川　孝三委員　

　　相馬康人・地区ロータリー財団委員会委員

11/13　「ロータリーの職業奉仕　根幹の根幹」

　　　　　　地区職業奉仕委員長

　　　　　　　山﨑修一様　（大阪鶴見RC）

11/20　「私を語る」

　　　　　　　三木由貴男会員・森川充康会員　

11/27　 「職業奉仕について」

　　　　　　　職業奉仕委員会　井川孝三委員

　先日は田中会員の叙勲パーティに出席させてい

ただきました。各界から多数の出席者が参加してお

られ、その中で恩師からの「忘己利他（もうこりた）」

という言葉が紹介されていました。

　ロータリーにも「超我の奉仕」という考え方があり、

これに通じるものがあると思います。

　さて、今年は新しい事業をいくつか実施していま

す。不登校生に通信教育で進学してもらう「輝」や、

ネパールで水道管をひく事業も行っています。年

末には児林会員の事業所でもちつきをする計画で、

インターアクターやローターアクターも交え100kgの
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もちをつく予定です。さらに来年には里親１泊事業

も実施する予定です。

　たくさんの事業がございますが、その原資となるニ

コニコに、引き続き皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。

▼18日、ＩＭ第4組の会長・幹事会に会長と幹事

で出席しました。ロータリーデーは、5月30日に

太閤園で開催予定とのことです。

▼本日、大阪西南ローターアクトクラブの例会に

見学で参加予定です。

▼次週例会後、クラブ戦略計画委員会を開催し

ます。

▼千葉県台風被害への義援金にご協力いただ

き、ありがとうございました。28,763円を地区へ送

金しました。

▼地区大会の公開シンポジウムは、ご家族など

も参加可能です。本日再度回覧しますので、ご

希望あれば記入ください。

▼ローターアクト設立準備委員会・

　　　田中　康正　副委員長

　25日午後７時から籠乃屋で、ローターアクト候補

生の初顔合わせと懇親会を開催します。現在、16

名が入会予定です。できればさらにローターアク

ターの推薦をいただきたいと思いますので、ご協力

よろしくお願いいたします。

▼ゴルフ部・大熊　勉　部長

　17日に四輪会のゴルフコンペを開催しました。多

数のご参加、ありがとうございました。

　無事に終了し、総合3位は当クラブの鍋島会員、

優勝は山本（勝）直前会長でした。またシニアの部

は、優勝が山本直前会長でしたが、辞退されました。

　また来年も、奮ってご参加ください。

「これからの大阪」　

▼大阪市長・松井　一郎　様

　大阪府知事のときにもおじゃましましたが、4月からは大

阪市長を務めております。実感としては、大阪市長の方

が府知事よりも忙しいのではないかと感じています。大阪

市の人口は270万人で、まだ増えています。八尾市の10

倍の人口ですから、仕事も単純に考えれば10倍です。

　大阪市長として「ゆりかごから墓場まで」住民サービスを

提供しなければなりません。妊産婦健診に始まり児童虐

待の対策なども必要です。一方で高齢化が進み、一人暮

らしの方も増えています。当然、老人ホームなども増やさ

なければなりません。

　また、政令指定都市の市長として、先日の即位礼正殿

の儀にも出席しました。

　そして2025年には、万博が控えています。会場となる夢

洲の所有者は、大阪市です。またＩＲを含めた開発も、大

阪市が旗を振らないと前に進みません。

　このほか、うめきたも大阪市が監督官庁ですし、なにわ

筋線の鉄道を通す事業もあります。10年後に開業すると、

新今宮が起点になります。

　またキタやミナミの他、東にも拠点を整備しようと、森之

宮を再開発しています。大阪府立大学と大阪市立大学を

統合する新大学の共通キャンパスを、森之宮に設置する

計画です。両大学の統合により、日本のトップクラスの大

学にしたいと考えています。府立大には獣医学部や農学

部があり、市立大学には医学部があります。これらが連携

することで、バイオテクノロジーなど新しい技術の開発に

期待が高まります。

　そして2025年には、万博を開催します。東京でオリン

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



ピックの開催が決まっていましたので、関西にも東京以外

の極が必要だ、ということで誘致しました。超高齢化社会

の課題を解決する万博にしよう、と安倍首相にも協力を

お願いしました。

　今回の万博は参加体験型、課題解決型にしたいと考え

ています。医療や生活環境も進歩していますので、皆が

健康で最後まで過ごせるようになれば、医療費も削減で

きます。できるだけ自立して過ごせるように、この万博を

きっかけにして英知を結集していきたいと思います。

　万博開催は昨年の11月に決定しました。現在、準備を

進めているところですが、参加するのは大阪市内だけで

はなく、八尾もものづくりなどでぜひ、アイデアを出してほ

しいと思います。中小企業の力をひとつにまとめたパビリ

オンなども考えられますので、八尾の企業にもご参加い

ただきたいと思います。

　さて、大阪の経済ですが、この10年で良くなってきまし

た。私が知事を務めた７年半で法人税収は約1.4倍になり、

地価も伸びています。これらは需要が増えてきた証で、

賃貸の空室率も下がってきています。

　これを支えている要因の一つが、インバウンドです。大

阪を訪れる外国人の数は現在、去年よりもさらに増えてい

る状況です。年間1300万人も視野に入ってきています。

こうした観光客は１人あたり約10万円を消費してくれてい

ますので、合計するとおよそ1兆3000億円を大阪に落とし

ていってくれているのです。将来的にはこれをさらに増や

し、現在の２倍にしたいと考えています。

　そのときの核になるのが、ＩＲだと思っています。ＩＲ誘致

には他の都市も名乗りを上げていますが、大阪は先行し

ているので、選ばれる３ヶ所には入ると確信しています。

当初は関連する法律の整備から始まり、いよいよ2021年

春に国がエリアを指定することになっています。

　大阪としては、来年春に事業者を決定して、申請してい

きたいと考えています。懸念されるギャンブル依存症に対

しては依存症外来を設置し、対策チームも設置して対策

を進めているところです。そしてＩＲでは、顔認証で入場で

きないようにする計画です。

　大人の社交場として、カジノだけでなくショーや見本市

なども開催し、大阪に賑わいの拠点を作っていきたいと

思っています。「東京に負けない、大阪でまじめに働けば

豊かになれる」ようにしていきたいと考えていますので、こ

れからもどうぞよろしくお願いいたします。

▼笠井会長　松井一郎日本維新の会代表大阪市長、

ようこそお越し下さいました。宜しくお願い致します。

福村修一様、よろしくお願い致します。写真有難う。

▼山本（勝）直前会長　濵岡様、中川様、昨日は大変

お世話になりました。国産マツタケはやはりうまいです

ね。写真有難う。

▼飯田会長エレクト　写真有難う。

▼小谷副会長　松井市長様、卓話よろしくお願いしま

す。福村さん、ようこそおいで下さいました。写真有難

う。

▼吉田幹事　福村さん、ようこそお越し下さいました。

写真有難う。

▼中西（啓）会員　松井市長様、ようこそお越しいただ

きました。本日の卓話をよろしくお願い申し上げます。

写真有難う。

▼池尻会員　松井一郎先生、ようこそお越し下さいま

した。よろしく御願いします。

▼村本・宇野・川田・山陰・宮川会員　写真有難う。

▼山本（昌）会員　台風、全国お見舞い申し上げます。

写真有難う。

▼中川（廣）会員　松井一郎市長、ようこそおいで頂き

ありがとうございます。福村様、本日例会見学ありがと

うございます。入会を心待ちにしています。

▼小林会員　福村さんをよろしくお願いします。

▼菅野会員　松井市長様、本日卓話よろしくお願いし

ます。写真有難う。

▼稲田会員　2着固定で大負けしました。天皇賞でリ

ベンジします！写真有難う。

▼田中会員　笠井会長、小谷副会長、吉田幹事、先

日の祝賀会に華を添えて頂きありがとうございました。

先日の四輪会コンペ大変お世話になりました。山本直

前会長が優勝に当たり、私の打ったボールにも当たり

おめでとうございます。見舞金代わりに多額ニコニコさ

せて頂きますので、お許しください！

▼濵岡会員　松井一郎大阪市長様、ようこそおいで下

さいました。本日の卓話楽しみにしております。写真

有難う。

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 ▼ 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

10/9

10/16

10/23

会員数

65

65

65

出席

52

45

42

うち出席規定
適用免除者

17

15

14

メーク
アップ

2

出席率

88.14％

78.95％

73.68％

確定
出席率

91.53％

▼松井会員　米山月間です。本日アンケート締切で

す。みな様の声を届ける為に協力お願いします。

▼新宮会員　昨日はありがとうございました！！写真

有難う。

▼長竹会員　野村さん、色々ありがとうございます。

▼富田会員　親睦会、四輪会コンペ等々、いろいろと

ありがとうございました。写真有難う。

▼相馬・平尾会員　松井一郎大阪市長、ようこそおい

で下さいました。写真有難う。

▼北野会員　いつもニコニコありがとうございます。

▼友田会員　楽しかったです。写真有難う。

▼竹中会員　親睦旅行楽しかったです。松茸、お肉、

大ふんぱつで堪能しました。本人は韓国帰りでニンニ

ク臭いです。写真有難う。

▼大橋会員　写真ありがとうございました。親睦旅行

楽しかったです。魚松も最高。

▼鍋島会員　来週、長竹さんと八尾中央さんに行って

来ます。例会欠席お詫び。

　　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

理事会 インターアクト
年次大会

秋のＲＹＬＡセミナー
（～4日）

台北東ＲＣ
公式訪問（3日～）

ロータリー
財団月間

月

月 火 水 木 金 土 日

地区大会

理事会

（休会）

疾病予防と治療月間月
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