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奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

国際ロータリー 会長 シェカール・メータ
八尾ロータリークラブ テーマ

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！』
第2918回 例会 プログラム
●開会 「点鐘」

会長

田中

康正

■卓話予告
5/11 地区学友会会長 河田 恵樹 様

●ロータリーソング 「我らの生業」
●ゲストの紹介
山本 浩之 様

会 長 の 時 間

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

「輝いて生きる」
山本 浩之 様

本日も例会にご参加いただき、ありがとうございま
す。米山奨学生のウアール・ミナさんはリモート出席で

●閉会 「点鐘」

すが、25日の八尾RAC例会にもご参加をいただく予
定です。
本日の卓話は、松井一郎大阪市長にご多忙の中、
お越しいただくことになっています。山口会員のご尽
力により、実現しました。ありがとうございます。また児
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幹事 新宮 一誓
例会日 毎週水曜日 午後０時30分－午後１時30分
例会場 八尾商工会議所３Ｆ
創 立 1961（昭和36）年3月28日

林副会長につきましては本日はリモート参加ですが、

▼5月23日に国際奉仕プロジェクトの贈呈式が行われ

5月15日まで療養され治療に専念されるとのことです。

ます。

また元気になって戻られることを願っております。

▼5月29日に地区RACの年次大会が開催されます。

先日は輝とこども食堂へ、八尾ＲＣからの支援金を
贈呈しました。ありがとうございます。ここでお礼状を披
露させていただきます。

そ の 他 の 報 告

ところで例会の出欠のお返事ですが、まだまだ少な
い状況が続いています。お弁当の数を読めないの

▼職業奉仕委員会・福田 隆教 委員長

で、お返事いただきますようご協力をよろしくお願いし

本日例会後、職業奉仕の勉強会を開催します。１時

ます。正確な数がわからないと食品ロスにもなります。

間程度を予定しています。お時間ある方はぜひ、ご参

せっかくのお食事が無駄にならないよう、皆様のご理

加ください。

解とご協力をお願いします。
ゴールデンウイークには、春のRYLAセミナーが開催
されます。八尾ＲＣからも６名が開講式に参加いただく

卓

話

予定で、セミナーにも八尾ＲＡＣから２名が参加予定
です。八尾ＲＡＣでは現在、来月の認証状伝達式に

「これからの大阪経済について」

向け、リハーサルを行うなど頑張って準備を重ねてい

▼大阪市長 ・ 松井 一郎 様

るところです。5月22日の八尾RAC認定状伝達式に多
くのご参加をお願いします｡

ウクライナ情勢や新型コロナなど、現在の世界の情
勢は混沌としています。大阪にとっても厳しい状況も
ありますが、大阪市長として今、取り組んでいることや

幹

事

報

告

今の大阪経済はどうなのか？などのお話をさせていた
だきます。
大阪市は皆様ご承知の通り、法人からの税金収入
が大きいウエイトを占めています。新型コロナの感染
拡大もありますが、幸い現在は、税収は伸びていると
ころです。決して低迷しているわけではありません。
ところがかつて私が大阪府議会議員になったころは、
大阪府の財政はまさにガタガタでした。当時は11年連

▼21日に中島会員の旭日単光章の受章祝賀会が

続の赤字だったのです。何とかやりくりするのに、積立

リーガロイヤルホテルで開催されます。会長ほかで出

金も取り崩したりしていました。そこから橋下、松井、吉

席します。

村の３人の知事の任期中に財務状況を改善し、今は

▼25日に故戸田孝会員を偲ぶ会が開催されます。

あと３年で過去の借金の穴埋めができるまでに取り戻

▼5月3～5日に春のRYLAセミナーが開催されます。

してきました。

▼5月11日の例会後、春の親睦会を開催します。
▼5月22日、八尾RACの認証状伝達式を開催します。

現役世代が住みやすい街にしようという取り組みも
進んでおり、個人の市民税収入も増えているところで
す。特に大阪市は、若い世代が転入して子育てしてく
れています。実はこの世代が、一番お金も使ってくれ
るのです。資産の大半は高齢者が持っているのです
が、いかに若い世代を集めるか、ということが重要に

なってきます。

健康と観光を柱にインバウンドを呼び込みます。

ところで前回の万博が開催された1970年、私はまだ

新型コロナについてですが、ウイルスは生き延びる

小学生でした。間もなく、3年後の2025年に２度目とな

ために、感染力は強まるが、毒性は下がってくるそうで

る大阪・関西万博が行われますが、１回目の当時と比

す。そうした意味でも、海外から必ずお客さんは戻っ

較しても、高齢化率などは全然違う状況です。

てきてくれるはずです。いい時期に万博が開催できる

今回の万博誘致に向けて2015年に手を上げるとき、

と思っています。

当時の安倍総理や菅官房長官にもお願いにあがりま

もちろん大阪館の出展も考えており、中小企業の皆

した。長寿国として日本でも問題がさまざま発生してい

さんにも参加していただきたいと思っております。ぜひ

るが、これらの課題を解決していけるような万博にした

八尾ＲＣの皆さんも、申し込んでほしいと思います。

いと訴えました。
たとえば日本の医療技術は、世界でもトップクラスで
す。山中教授のiPS細胞などでも、世界の最先端を

未来へ目を向ければ、希望は必ずあると信じていま
す。皆様もぜひ、前を向いて進んでいってほしいと思
います。これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。

走っています。こうした医療をさらに伸ばしていくことは、
高齢化社会だけでなく、経済にとっても大きなプラス
になると思っています。
こうした取り組みを世界に発信していくのが、万博だ
と思います。誘致にあたってはフランスのパリと、ロシ
アのエカテリンブルクと競争することになりました。おか
げさまで大阪が誘致することができ、これまでで既に
105ヶ国が参加を表明してくれています。最終的には、
150パビリオンを目標にしています。会場などの準備も、
着々と進めているところです。
万博以外には、大阪府立大学と大阪市立大学を統
合しました。府立大には獣医学部という珍しい研究分
野があるほか、農学部もあります。これらが市立大学と
統合することで、より一層、研究分野が広がると考えて
います。それぞれが約140年の歴史ある大学ですので、
統合がなかなか難しかったのですが、これからは大阪
公立大学として発展させていきます。
かつてに比べると子どもの数も減っており、ピーク時

ニ コ ニ コ 箱
▼田中会長 本日の例会出席ありがとうございます。

からすれば約半分になりました。大学も黒字で経営で

本日のゲスト、米山奨学生ウアール，ミナ ミネア ア

きるところが少なくなってきているのが実情です。赤字

レクサンドラ様、ごゆっくりして下さい。本日のゲスト卓

経営の大学に税金を突っ込んでも仕方ないので、公

話者、大阪市長 松井一郎様、大変楽しみにしていま

立大も頑張ってまいります。統合して４月に新しくス

した。児林副会長、頑張ってきて下さい。

タートしました。万博のころにはきっと、新しい成果を

▼児林副会長 しばらくの例会欠席をお許し下さい。

発表してくれるはずです。iPS細胞の研究なども、拠点

皆様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

を作ってやっていきたいと思っています。

鹿児島にて治療に専念します。本日、松井市長、卓

これからの時代は、国際医療貢献も重要になってく

話よろしくお願いします。

ると考えています。海外の方にも大阪に来ていただき、

▼新宮幹事 松井一郎様、本日卓話楽しみにしてい

治療と観光をテーマに滞在してもらえるようにします。

ました。宜しくお願いします。

▼松本会員 本日も宜敷く。

▼野村会員 ご夫人誕生日。

▼寺坂会員 残り少なくなってきました。「ニコニコ」の

▼西村会員 福田さん、いつもありがとう。児林さん、

目標達成に応援お願い致します。

お大事に！

▼池尻会員 松井先生、お忙しいのに有難う御座居

▼小谷会員 松井市長様、本日の卓話、よろしくお願

ます。宜しく御願いします。

いします。

▼中川会員 例会欠席お詫び。

▼富田会員 本日友人が事故をしてクラウンがレッ

▼井川会員 松井市長、ようこそおいで下さいました。

カーで運ばれていきました。車の運転、気をつけましょ

ありがとうございます。

う！！

▼吉本会員 次年度の各委員会、開催していってくだ

▼福田会員 松井市長、本日ようこそお越しくださいま

さい。

した。本日例会終了後、職業奉仕委員会の勉強会行

▼柏木会員 松井市長、ようこそいらっしゃいました。

いますので、よろしくお願い致します。

大阪市民として歓迎いたします。車が故障しました。

▼曽家会員 松井市長、卓話楽しみにしています。

山本隆一会員、お世話になりました。

▼北野会員 コロナが怖い、国は早く飲み薬の承認を

▼松井会員 卓話にお招き頂きありがとうございます。

して下さい。

▼山陰会員 あれほど言われていたのに例会出席の

▼平尾会員 コロナがおさまって、早く温泉に行きたい！

連絡忘れていました。もう二度と忘れません。西村さん

▼佐々木会員 コロナがおさまりかけたと思っていたら、

許してください。

ウクライナの戦争、もっと大変なことが起こっています。

▼長竹会員 本日も宜しくお願い致します。

終息のめどが全く立ちません。ウクライナの人々の悲

▼吉田会員 卓話楽しみです。よろしくお願いします。

しみ、苦しみを考えてるといても立ってもいられません。

▼宮川会員 Zoom出席。

日本、日本人はどんな風に役立てるのか？
▼谷口会員 約20年ぶり、１ドル128円台。輸入をして

■ 出席報告

いる当社には大打撃、痛い！松井市長、卓話宜しく

うち出席規定
メーク 確定
月日 会員数 出席 適用免除者 出席率 アップ 出席率
4/6

67

41

8

75.93％

4/13

67

40

9

75.93％

4/20

67

44

9

77.19％

八尾ロータリークラブ会報

0 75.93％

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

お願い致します。
▼福村会員 良い事がありました。
▼原田会員 良い事がありますように！
▼加藤会員 松井市長を生で拝見でき光栄です。貴
重なお話楽しみです。
クラブ広報委員会

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

