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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

　　米山奨学生　ウアール，ミナ　ミネア

　　　アレクサンドラ様

●ビジターの紹介

　　　RI2660地区IM第４組

　　　　ガバナー補佐　大谷　隆英様

　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪柏原RC）

　　　　ガバナー補佐エレクト　伴井　敬司様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪難波RC）

●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　　「私を語る」

　　　　田中　康貴　会員　・　児林　健太　会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/6　地区米山奨学委員会直前副委員長

　　　　　清水清一様（大阪船場RC）

10/13　ガバナー公式訪問

10/20　溝畑　宏様

10/27　チェリスト　西川彩乃様

　　　　　ピアニスト　美越希様

　本日も例会出席いただきありがとうございます。

　本日はゲストとしてウアール・ミナ・ミネア・アレクサンドラ

さんがリモートで参加していただいております。また本日

の卓話者は大松桂右市長に来ていただいております。

　大松市長とは市長に就任される７年前くらいに面識があ

第2894回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
  国際ロータリー 会長　シェカール・メータ

ロータリー活動を通じて
『みんなに希望と笑顔を！  そしてロータリアンの成長！』　会長　田中　康正

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



りました。八尾地区ＢＢＳ会(更生団体)ボクシング活動に

何度か来ていただきご支援をいただきまたチャリティーコ

ンペにも多大なるご支援を頂いております。また先程、そ

の他報告にありました佐々木会員の件につきまして皆様

のご協力をいただきありがとうございました。何かあるとき

の八尾ＲＣの底力を感じさせられました。

　さて次週は、大谷ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ

協議会を開催する予定です。また１０月１３日は吉川ガバ

ナー公式訪問となっております。どうか多数の会員の皆

様のご参加を宜しくお願いいたします。

　さて新型コロナウイルス感染症の状況ですが昨日の感

染者数は大阪府で２４５人、１週間前の９４２人に対して激

減少になってきているようです。できればこのまま収束に

向かってくれることを願うばかりです。

　本日はロータリーの基礎知識として一つお話ししたいと

思います。皆様は「ロータリーの年度は何故７月から始ま

るのか」ご存知でしょうか。入会したばかりの会員も多く調

べてみたのですが１９１０年８月に国際ロータリークラブ連

合会の第１回大会が開催され、それ以降８月開催が恒例

となりました。１９１２年８月の大会終了後、理事会が翌年

の大会に向け会計監査を会計士に依頼したところ、翌年

６月３０日までに済ませておくのが良いと提案されました。

１９１３年４月に開催された大会執行委員会の会合で、６

月３０日を会計年度の最終日としました。それ以来ロータ

リー年度は７月１日になりました。

　最後になりますが嬉しい事がありました。先日に大阪保

護観察所より更生に取り組む少年の学習支援依頼があり

弊社の社員(元対象者)が担当することに自ら申し出てく

れました。このように社会貢献精神が養ってくれ嬉しいば

かりです。

▼24日、ＲＡＣ東ゾーン親子会がZoomで開催さ

れ、大槻会員に参加いただきます。

▼27日に八尾市社会福祉協議会の今年度第３回

評議員会が開催され、相馬会員に出席いただきま

す。

▼29日、ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会と

開催します。当日はクラブの活動計画書を持参くだ

さい。

▼6月4～8日にRIの国際大会がアメリカ・ヒュースト

ンで開催されます。出欠の回覧を後ほど回します。

▼佐々木　洋　会員

　今回の学会開催にあたり、八尾RC会員の皆様に

は多数のご協賛をいただき、ありがとうございまし

た。また佐野会員からは歯ブラシの寄贈もいただ

き、感謝に堪えません。

　これからは私もロータリー会員として、恩返しをし

ていかねばと感じております。

「コロナ禍の市政運営について」

▼八尾市長　大松　桂右　様

　本日はこのような卓話の機会をいただき、ありがとうございま

す。また日頃は八尾RCの皆様にも、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止にもご協力いただいており、ありがとうござ

います。

　現在のコロナ禍に際し、八尾ＲＣの皆様にはマスクの寄贈

などいろいろな形でご支援、ご協力をいただいてまいりました。

また会員企業の皆様にもご支援、ご協力を多数いただいて

おります。改めてこの場をお借りして、御礼申し上げます。

　そしてまた昨年度は、八尾ＲＣが60周年を迎えられたという

ことで、その記念事業として八尾市内の支援学級に教材の

寄贈もいただきました。児童や生徒、そして保護者の皆さん

も大変喜んでおられました。

　八尾市でも新型コロナ対策には継続して取り組んでおりま

すが、まだまだ油断ができない状況が続いております。八尾

市は特に大阪市と隣接しているという地理的環境などもあり、

陽性者が比較的多い傾向にあります。さらには今回の第５波

は、非常に大きい規模の感染拡大となりました。

　少し油断をすると、再び感染が急拡大するおそれがありま

そ の 他 の 報 告

卓 　 　 話

幹　事　報　告



す。八尾市でもワクチン接種をはじめ、感染防止対策をしっ

かりとりながら進めているところです。八尾市内ではワクチン

接種の対象者が約24万人おられますが、現在65歳以上の高

齢者では90％以上の方が２回のワクチン接種を終えられて

います。また12歳以上の全体では、約６割が終了しました。

　一時期ワクチンの供給が少なくなった時もございました。市

立体育館のウイングにおいて集団接種の体制が確立したと

ころで、供給が急に先細りとなりました。このため個別接種に

７～８割をまわすようにしました。

　今回のコロナ禍を乗り越えるために八尾市では、支援策を

いろいろと展開しています。小学校の給食費の無償化は、11

月から実施する予定です。現在、市議会で審議中です。来

年３月まで実施する予定です。国や大阪府の支援策のほか、

こうした市独自の取り組みも行いながら、市民の皆様を支援

しております。

　また今回の第5波による感染爆発では自宅療養者が多くな

り、残念ながら全国では自宅で亡くなる方もおられたようです。

八尾市内ではこうした方は今のところおられませんが、それ

でも病状が急変することも考えられます。このためファーストド

クターとして、お医者さんが自宅に駆けつけて対応するなど

の対策もとっています。

　さらに八尾市では消防隊が救急車で自宅に駆けつけ、搬

送先が見つからない場合などには救急救命士が現場に残っ

て治療にあたることも実践しています。

　このほか濃厚接触者になられた場合など、感染の不安がぬ

ぐえないようなケースも数多く見られます。そこでＰＣＲ検査を

希望者が無償でできるよう、支援策を実施しています。

　こうしたコロナ対策をはじめ、八尾市では情報発信にも積

極的に取り組んでいます。SNSや市政だよりなどを通じて、市

民の皆様に必要な情報が届くよう、努力しております。市政

だよりにつきましてはこれまで、町会経由で配布しておりまし

たが、中には町会に加入していないなどの理由で届かない

方もおられました。これを改めるため、配布方法を改めること

にしました。八尾市内の全世帯、およそ12万3000世帯に加え、

事業者にもポスティングで全戸配布するように変更しました。

中小企業も数多い八尾市ですので、こうしたきめ細やかな

サービスで、市民の皆様に情報を届けてまいります。

　また八尾RC会員でもある佐々木特命総長にも、大変なご

尽力をいただいております。八尾市立病院は公立の病院で

すので、新型コロナの感染拡大で医療がひっ迫したこともご

ざいましたが、しっかりと医療の役割を果たしていただいてい

ます。

　ところで新型コロナのワクチン接種に関しては、中学３年生

と高校３年生の受験生も優先的に接種を受けることができる

よう、対策をとっています。受験を控えて不安のないよう、支

援してまいります。

　また市では、コロナ後を見据えた動きも進めています。４月

には公民連携課という部署を作りました。行政と民間の力を

合わせて、地域の課題に取り組んでいます。その成果の一

つとして、八尾ＲＣの会員でもあるアーテック様とも連携させ

ていただき、行列に並ばずに市民にマスクを配布することが

できました。コロナ拡大初期には一時期、マスクが非常に不

足したことがございました。しかしこうした公民連携のスピー

ディな取り組みによって、市民の皆様にマスクをいち早く行き

渡らせることできたのではないか、と考えております。販売や

配布にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。これ

こそまさに「三方よし」の好事例で、市民の皆様にも大変喜ん

でいただきました。

　このほか八尾市では現在、電子決済の導入にも取り組んで

います。市長決済に関しては恥ずかしながら、いまだにハン

コを押しているような状況です。全国に目を向けますと、中核

市ではほとんどが電子決済を導入しており、八尾市は少し遅

れている状況です。こうした状態の改善を図っています。さら

に市民の皆様にも電子申請を利用していただけるよう、整備

を進めています。10月からは一部で、マイナンバーカードを

活用した電子申請ができるようにしていく計画です。住民票

をとる場合などにこうした電子申請が利用できるような体制を

整備していきたいと考えています。

　またコロナ対策以外でも、八尾市では特に子育て世帯への

支援に力を入れています。医療費補助の拡充に加え、２歳

児の保育料を市独自で無料にしました。小中学校の体育館

ではエアコンの設置を進めており、間もなく完了する予定で

す。中学校では全員に給食が提供できるよう、環境の整備を

進めているところです。

　生涯学習センターの一部を改装して、子育ての支援窓口を

整備する計画もあります。窓口を一元化してワンストップで子

どもや子育ての支援を行えるよう、準備を進めているところで

す。また「子どもをまもる課」を設置して弁護士に常駐してもら

い、いじめなどの対策を講じています。

　ところで先日は敬老の日でしたが、八尾市内には100歳以



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 ▼ 長竹　　浩　　副委員長 ▼ 谷口　善紀
委　  員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

上の方が122名もおられます。ほとんどが女性の方ですが、こ

れからは「人生100年時代」とも言われ、100歳の方も珍しくな

くなってくると思われます。そこで八尾市では、健康まちづくり

センターを作って市民の健康をサポートしていくことにしてい

ます。専門家の方を外部から招いて、データに基づきながら

市民の皆様の健康づくりをしていきたいと思っております。

　コロナ禍の中で、市民の皆様からは多種多様な声をいただ

いています。その中で何ができるかをよく考えながら、市とし

ても全力で取り組んでいます。もちろん様々な取り組みを行う

には財源が必要となりますので、市長の報酬カットも行って

います。私だけでなく教育長などの特別職の皆様にもご協力

いただき、これまでに約１億円を捻出しました。他にも例えば

ごみ収集業務では早朝出勤手当を節約するため通常の勤

務時間内に出来るだけ業務を行ってもらうなどして、超過勤

務手当を削減するなどの工夫もしております。

　これからも皆様からのご意見をいただきながら、市政に取り

組んでいきたいと考えております。これからもどうぞ、よろしく

お願いいたします。

▼八尾市長　大松桂右様（八尾東RC）　本日の卓話、

よろしくお願いします。

▼田中会長　本日も例会出席ありがとうございます。

本日の卓話に、大松市長、お忙しいところ、来ていた

だきありがとうございます。宜しくお願いします。先日、

山本勝彦会員のご子息が営む「あげてなんぼ」でから

あげ弁当を頂きました。美味しかったです！！

▼児林副会長　大松市長、本日卓話よろしく御願いし

ます。先日、悪霊を払いに山梨県身延山に参拝して

来ました。ちょっとは普通人間になれたでしょうか？

▼新宮幹事　八尾市長大松桂右様、本日卓話、宜し

く御願いします。

▼佐野会員　大松市長、卓話よろしく。カスタムライフ

より歯ブラシ市販の中で、使い心地の良い性能が良

いで、２位に入りました。

▼山口会員　市長、卓話よろしくお願いします。

▼井川会員　市長、ようこそおいで下さいました。卓話

よろしくお願いします。

▼稲田会員　柏木さん、大変お世話になりました。

▼松井会員　鍋島さん、三木さん、明日のゴルフ宜し

くお願いします。いつもいいめさせて頂きありがとう。

▼吉田会員　早退お詫び。

▼西村会員　大松市長、ようこそお越し下さいました。

卓話楽しみにしております。

▼小谷会員　大松市長、卓話よろしくお願いします。

柏木さん、高いケーキありがとうございました。

▼富田会員　本日の牡羊座の運勢は１位でしたが・・・

あと、半日、どうなるでしょうか？

▼大熊会員　いつもありがとうございます。良い事が有

りました。

▼福田会員　良い事が有りました。

▼藤田会員　市長、卓話よろしくお願いします。田中

会長、児林副会長、先日はありがとうございました。

▼佐々木会員　コロナ、やっと緊急事態宣言解除され

そうです。しかし、飲み会はひかえめにして下さい。

▼鍋島会員　大松市長、よろしくお願い致します。

▼三木会員　大松市長、本日の卓話、よろしくお願い

致します。

▼福村会員　例会欠席のお詫びです。すごしやすい

気候になりました。ありがとうございます。

▼谷口会員　大松市長、宜しくお願い致します。柏木

さん、高級なパウンドケーキ有難うございます。美味し

かったです。

▼原田会員　大松市長様、本日の卓話、よろしくお願

いいたします。体調管理に気をつけましょう。

▼竹中会員　大松市長、卓話楽しみにしています。

▼出口会員　児林さん、バッジありがとうございま

す！！大事に使わせて下さい。

▼加藤会員　大松市長様にお会いでき、光栄です。

■ 出席報告

月日

9/8

9/15

9/22

会員数

68

68

68

出席

45

40

39

うち出席規定
適用免除者

7

8

7

メーク
アップ

0

出席率

84.91％

74.07％

73.58％

確定
出席率

84.91％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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