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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介

　　チェリスト 西川彩乃様　ピアニスト 美越希様

　　米山奨学生　ウアール，ミナ　ミネア

　　　アレクサンドラ様

●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　　「芸術の秋〜弦楽器の調べ」

　チェリスト　西川彩乃様　ピアニスト　美越希様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/10　「ロータリー財団月間」

　　　　　　相馬康人会員・竹原信二会員

11/17　祇園東　雛　祐様

11/24　元阪神タイガース　八木　裕様

　皆様こんにちは。本日は待ちに待った、溝畑宏様の

卓話です。テレビでもよく拝見する溝畑様ですが、本

日は山口会員の計らいで卓話が実現しました。生で

お話が聞けるということで、楽しみにしております。後

ほど、よろしくお願いいたします。

　また米山奨学生のミナさん、ごゆっくりなさってくださ

い。ミナさんは、月曜に実施したクリーンハイクにも参

加してくれました。RAC生とも積極的に交流してくれて

います。ロータリアンの皆様も、ぜひご参加ください。

　さて先日の理事会で、指名委員会が承認されました。

委員長に山本（勝）会員、委員には田中・吉本・中島・

第2898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



寺坂・山口・井川・富田・藤田会員の計９名です。

　そして先週のガバナー公式訪問では皆様のご協力

をいただき、ありがとうございました。吉川ガバナーより

お礼状が届いていますので、ご紹介します。

八尾ロータリークラブ

会長　田中　康正　様

幹事　新宮　一誓　様

国際ロータリー第2660地区

ガバナー　吉川　秀隆

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げ

ます。平素は地区ロータリー活動にご尽力とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、貴クラブ公式訪問では、何かとご配慮賜り、お

陰様で大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。

貴クラブの皆様のお心遣いに、重ねてお礼申し上げ

ます。

　今年度のRIテーマは、「SERVE TO CHANGE 

LIVES～奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

～」です。

　このテーマはロータリーの精神の根本を表したものと

感じ、地区のスローガンとしてそのまま採用しました。

　今の時代はスピードが求められ、変化が激しいので

すが、どのような時もロータリアン一人一人が「みんな

の人生を豊かにするために」を合言葉に、行動を起こ

せば、必ず世界は良い方向に変わっていくと信じてい

ます。

　この精神を大切にしながら、皆様と共にロータリーの

明るい未来を作っていきたいと考えております。

　この１年間、当地区としましても皆様と共に考え、行

動し、歩んでまいります。どうぞ一層のご支援を賜りま

すよう、お願い申し上げます。

　末筆ながら、貴クラブの益々のご発展と、会員の皆

様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。　

敬具

▼17日に米山オンラインご挨拶会が開催され、山

本（隆）会員に出席いただきました。

▼18日に八尾RACのナイトクリーンハイクが開催さ

れ、会長ほかにも参加いただきました。

▼22日にIM第４組の会長幹事会がシェラトン都ホ

テル大阪で開催されます。

▼23日に地区の国際奉仕委員長会議がハイブリッ

ドで開催され、藤田会員に参加いただきます。

▼同じく23日に、地区の社会奉仕委員長会議がハ

イブリッドで開催され、相馬会員に出席いただきま

す。

▼本日例会後に開催予定の会長会は、会場を３F

小会議室に変更します。

▼本日、新入生歓迎会を開催いたします。

▼山陰　恭志　会員

　この歳になると誕生日もどう喜べばいいかよくわかり

ませんが、これまで大きな病気もなく、丈夫に産んでく

れた両親、ご先祖に感謝します。またこうしてお祝いし

てくださる、ロータリーの皆さんにも感謝いたします。

▼SAA・西村　衛　委員長

　お食事にはお弁当をご用意しておりますが、持ち帰

りされる方は本日午後２時までにお召し上がりくださ

い。

▼親睦活動委員会・児林　健太　委員

　11月17日に秋の親睦旅行を開催します。次週から

登録料を集金させていただきます。また12月15日に忘

年家族会を開催しますので、ご参加ください。

そ の 他 の 報 告

還 暦 の お 祝 い

幹　事　報　告



「大阪の未来について」

▼公益財団法人　大阪観光局

　　　　理事長　溝畑　宏　様

　私は国家公務員から大分県に出向し、サッカーの

ワールドカップや立命館大学の誘致など、まわりが無

理だということも実現してきました。大きな夢を持てば、

必ずうねりができます。そのためには、成功のイメージ

をしっかりと作ることが大切です。その上で、みんなを

仲間にしていく必要があります。

　一人ひとりが夢を語ることが大切です。私は、これか

らの10年が大阪の未来を決めると思っています。観光

庁長官をしていたころ、大阪では橋下知事がＩＲの誘

致に乗り出していました。そして私が長官を辞めたとき

に、松井さんが声をかけてくれたのです。

　大阪府の特別顧問に就任していろいろ調べるほど

に、大阪はおもしろいと思うようになりました。まだまだ

いろんな可能性があると感じたからです。そして大阪

を選んだもう一つの理由としては、五代友厚の存在も

大きかったと思います。

　五代が選んだのは、大阪でした。五代は大阪を「ア

ジアのマンチェスターにしたい」と言いました。

　なにしろ大阪には、1,500年もの歴史があるのです。

大阪のライバルは東京ではなく、パリやロンドン、シン

ガポールに勝つつもりでまいりました。

　大阪には昔から、商人の都としていろんなものが集

まってきました。それだけにこの街には、元気や活力

があります。そして多様性もあります。そんな大阪のポ

テンシャルを活用することで、アジアNo.１の国際観光

文化都市をめざします。

　このほか日本人には特に、環境を守り育てる文化が

根付いています。これは他国の方々にはあまり見られ

ない特徴です。こうしたユニークさを、関西・大阪万博

でも世界にアピールしていきたいと考えています。

　そしてこれらの大阪の特徴、そして日本の特徴は、

八尾にもかなりの部分で該当すると思います。

　関西のポテンシャルとしてはスポーツや健康、文化、

地理的優位性など、いろいろあると思います。万博や

IRといったプロジェクトにより、鉄道網もベイエリアで大

きく進展しました。こうした大きなプロジェクトが今、動

き始めているのです。

　また関西にある３空港、関西と大阪、神戸をもっと活

用すべきです。そしてもう一つ、考えられるのが八尾

空港です。これも組み込んだ上で、さらなる展開を考

えていくべきです。八尾空港はプライベートジェットや

観光、防災での活用などが可能性として考えられるで

しょう。

　観光とはPRすることではなく、魅力ある都市を作るこ

とです。それをプロデュースするのが、観光です。観

光は海外では、プロが担うのが当たり前です。そういう

意味で日本では、まだまだ観光に力が入っていないと

いうのが実情ではないでしょうか。

　まずはマーケティングの分析が大切です。そして次

に、強みを活かす事業展開を考えねばなりません。歴

史や文化、芸術が、大阪は特に強いはずです。そし

て八尾も、ものづくりやSDGsなどを前面に打ち出せば、

おもしろいものを作り出せるはずです。市長さんともお

話ししましたが、河内木綿などは、本当に素晴らしい

財産だと思います。

　そして観光の振興には、富裕層の誘致も非常に重

要になってきます。富裕層の人たちは、１回で大きな

お金を落としてくれます。その他、受け入れ環境の整

備も必要です。たとえば古民家を宿泊施設にするなど

の工夫も大切でしょう。

　留学生を活用し、かれらの目線で観光の開発をして

いくことも効果的です。またLGBTの受け入れも大切な

要素です。そしてこれからの時代はバリアフリーも重要

で、高齢者や障害者、妊婦など、旅行に行きたいけれ

ど悩んでいる人もきっと数多いはずです。

　新型コロナ対策は言わば、アクセルとブレーキの繰り

返しです。これからGoToキャンペーンが再開され、11

～12月でいろいろなキャンペーンも展開されるはずで

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

す。万博もドバイからバトンタッチして、いよいよ大阪も

動き出します。

　八尾も非常に歴史のある都市です。ものづくり企業

が3,000社もあるそうです。そうした資源を活用し、ＡＩ

などではできない価値を伝えることが効果的なのでは

ないでしょうか。そして八尾空港をどうやって活用して

いくか。さまざまな形で、エリアの魅力を考えていく必

要あると思います。

　2025年の関西・大阪万博は、「いのち輝く未来社会

のデザイン」をテーマに行われます。そういう意味では、

河内木綿などもこのテーマに十分合うはずです。食の

魅力も含めて、万博に八尾もからめていってください。

八尾を世界にもアピールする、大きなチャンスです。

　ＩＲについては、皆さんが心配されるカジノは、全体

のごく一部に過ぎません。ほかにもいろんな施設があ

ります。

　万博やＩＲといった大きなプロジェクトを、皆さんのビ

ジネスに取り込んでいく、大きなチャンスでもあります。

ぜひ、準備していってほしいと思っています。私たち

は誘致により、舞台はつくりました。しかしその舞台の

上で実際に活躍するのは、皆さんです。

　今後もぜひ、皆さんとともに頑張っていきたいと思い

ます。これからもよろしくお願いいたします。

▼田中会長　本日のゲスト、米山奨学生ウアール，ミ

ナ　ミネア　アレクサンドラ様、ごゆっくりして下さい。本

日の卓話、公益財団法人大阪観光局理事長溝畑宏

様、宜しくお願いします。楽しみにしておりました。ご

夫人誕生日。誕生内祝い。

▼児林副会長　溝畑宏様、本日卓話よろしくお願いし

ます。昨今さむくなりましたが、カゼに御注意下さい。

▼新宮幹事　溝畑宏様、本日卓話宜しくお願いします。

楽しみにしています！！

▼松本会員　閑が閑を呼んで、隙隙で、旅行会社の

主催している一人旅に時々参加しています。皆様一

人旅はイイですぞ。生まれるのも一人死ぬ時も一人、

旅するのも一人で。

▼寺坂会員　コロナが少しおちつきましたので、御無

沙汰している有馬温泉に出かけます。

▼池尻会員　家内の誕生日御花ありがとうございます。

▼中川・福田・原田会員　良い事が有ります様に。

▼山本（勝）会員　少し良い事が有りました。

▼稲田会員　良い事が有りません。

▼飯田会員　このままコロナ収まったら良いのにー。

秋の親睦会・忘年家族会、出欠まだの方返信宜しくお

願いします。

▼吉本会員　井川会員、お世話になりました。

▼松井会員　ご夫人誕生日。

▼澁谷会員　良い事が有りました。

▼宮川会員　健康管理気を付けましょう。

▼西村会員　さあ菊花賞です！！

▼富田会員　２０日の例会はバタバタして目がまわり

そうです。

▼北野会員　コロナも少し落ち着いて、久し振りにリア

ル例会出席しました。

▼友田会員　１０月３０日３１日、１１月３日ライラセミ

ナーが開催します。オンラインで開催します。どうぞ参

加して下さい。入場は無料です。くわしくは地区を参

照ください。

▼曽家会員　今日の卓話、溝畑様、ようこそいらっしゃ

いました。楽しみにしております。

▼平尾会員　遅刻・早退お詫び。

▼佐々木会員　いよいよ社会・経済活動全開しそうで

すね！！よかったです。バッジ忘れお詫び。

▼鍋島会員　溝畑様いらっしゃい。卓話よろしくお願

い致します。

▼谷口会員　動くぞ！！オーサカ！溝畑様卓話宜し

くお願い致します。

■ 出席報告

月日

10/6

10/13

10/20

会員数

68

68

68

出席

38

47

48

うち出席規定
適用免除者

4

10

12

メーク
アップ

0

出席率

76.00％

83.93％

82.76％

確定
出席率

76.00％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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