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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●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

　　越中八尾ＲＣ

　　　会長　福島 昌之 様

　　　友好クラブ委員長　春田 真心 様

　　　卓話者　栃山 仁一様

　　　直前会長 中尾 孝秀 様

　　　竹島 博幸 様

　　　滝本 満也 様

　　　社会奉仕委員長　宮田 明裕 様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　田中　康貴 委員

●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　　

　　　「八尾の歴史と曳山」

 　　　　越中八尾ＲＣ　栃山 仁一 様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/19　WHO西太平洋地域事務局

　　　　　　高島　義裕　医師　（予定）

　　　　　「ポリオ根絶の現状と今後」　（仮題）

10/26　大阪西RC　田 原至 地区常任幹事

　　　　　　「ロータリーのDEIで育てられた今」

第2940回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

イマジン ロータリー
  国際ロータリー 会長　ジェニファー E. ジョーンズ

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

大阪のロータリー 100周年を祝おう！
  国際ロータリー  第2660地区 ガバナー　宮里　唯子

八尾ロータリークラブ テーマ　　持続可能なロータリーへ　会長　吉本　憲司



　昨日までは汗ばむほどの暑さでしたが、今日は一転

して涼しい秋の空気に入れ替わりました。気温の変化

が大きくなっております。体調を崩されぬよう、どうぞご

注意ください。

　さて10月は、地域社会の経済発展月間、そして米山

月間です。

　地域社会の経済発展につきましては、たとえば貧困

を減らすための雇用機会の創出や、収入減の確保な

どが重要です。その意味では７月に実施した節約弁

当で福祉施設にお弁当をお願いしたのは、持続可能

な地域社会の経済発展の一助になったのではないで

しょうか。

　今後も機会があれば、こういう取り組みを実施してい

きたいと思います。そして７月の節約分も含め、チャリ

ティに活用させていただきたいと考えております。使い

道につきましてもご意見がございましたら、どうぞお寄

せください。

　そしてもう一つの米山月間につきましては、私のわ

がままで米山奨学委員会の福村委員長に現在、無理

をお願いしております。かつて八尾ＲＣでお世話した

米山奨学生のその後を追跡調査して、「あの奨学生

は今！」ということで卓話で報告してほしい、と無茶ぶ

りをさせていただいております。

　突撃リポートの取材に現在もご尽力いただいている

ようで、もう少しお時間をいただきまして、卓話は12月

にしていただく予定です。従いまして皆様の米山への

寄付につきましても、卓話後の12月にお願いさせてい

ただく予定にしております。例年より少し遅い時期にな

りますが、あらかじめ、ご了承くださいませ。

　なお次週は、越中八尾ＲＣの栃山会員に卓話をお

願いしております。当日は越中八尾ＲＣから合計７名

の皆さんが来訪いただく予定です。お見えになる方々

のお名前は会報の次回予告欄に掲載しておりますの

で、ご確認ください。もしお知り合いの方が来られるよ

うでしたらぜひ、この機会に旧交を温めていただけま

すと幸いです。

▼8日に地区の公共イメージ向上セミナーが開催さ

れます。会長、児林・谷口会員に出席いただきま

す。

▼先週お願いした緑の羽根募金ですが、16,522円

が集まり、送金させていただきました。ご協力ありが

とうございました。

▼先週の卓話で青芝フック様にご提供いただいた

色紙のオークションで、105,000円の収益金があり

ました。青少年奉仕に役立てさせていただきます

が、具体的な使い道につきましては、この後の理事

会で検討します。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ様

　先週はポリオについての勉強会に参加しました。い

ろいろと学ぶことができました。

　また9月18日には地区の米山レクリエーションで、宝

塚歌劇を観ました。他の奨学生ともたくさん交流でき

たので、よかったです。

▼越中八尾委員会・澁谷　登志和　委員長

　次週、友好クラブの越中八尾ＲＣの皆さんが例会に

お越しになります。３年ぶりの交流です。当日は卓話

をしていただき、その日は大阪で泊まられる予定で

す。夜に懇親会を開催しますので、ご参加ください。

▼インターアクト委員会・竹中　浩人　委員長

　11月6日に金光八尾で地区インターアクトの年次大

会が開催されます。３年ぶりにリアルでの開催となりま

す。八尾RCからも12名がご参加いただく予定です。午

前中は花王から講師を招き、SDGsについて学びま

す。午後はインターアクターが、グループワークに取り

組みます。

　当日の内容は後日、例会で報告させていただきま

す。

そ の 他 の 報 告

米 山 奨 学 生 より

幹　事　報　告会　長　の　時　間



「もしもの時への備えがあるまち」

▼八尾市消防本部　警防課警防救助係

　　　東浦　正幸　第一主任

　昨年は八尾市内で、一年間に火災が42件発生しま

した。前年から13件の増加です。今年は9月までで11

件と、昨年よりは少ない数です。

　出火原因につきましては、かつては放火が多かった

のですが、近年は少し変化してきています。

　人口１万人あたりの出火件数を示す出火率は、昨年

の八尾市で1.6です。全国平均の2.77や大阪府の1.98

と比べても低く、全国的にみても八尾市は火災が少な

いと言えます。この数字は結構すごいもので、全国で

最も低い富山県が1.6ですので、これと並ぶ水準です。

個人的には、日本一と言っても過言ではないと思って

います。

　ところで最近は、高層建物の増加などで火災への対

応が困難になってきています。

　次に救急についてですが、昨年は八尾市内で年間

に15,358件の救急件数がありました。１日平均42件で、

34分に１回出動している計算になります。また今年も、

9月までですでに8,775件に上っています。

　救急の出場件数は新型コロナで外出が減少したこと

などもあり、この２年は減っていますが、その一方で現

地滞在や病院決定に時間がかかる、搬送困難件数が

増加しました。令和元年には389件だったのが、昨年

は1,000件を超えました。今年も8月までで1,239件に

達しています。

　この結果として救急１件あたりにかかる時間が、長く

なっています。最も長いのは、恒例の新型コロナ患者

で785分（13時間5分）現場に滞在したケースがありま

した。

　病院の決定までの問い合わせ回数も増加しており、

新型コロナの疑いがある高齢者で104回も問い合わせ

たことがありました。特に高齢の方などは、受け入れて

くれる病院が決まりにくい傾向があります。

　さて、警防課の担当事業として、消防資機材の整備

があります。八尾市消防本部では現在、ポンプ車をは

じめ合計で31台の車両を保有しています。このうち今

年度は、15ｍ級のはしご車と、救急自動車が更新時

期を迎えます。

　これらの車両を最新式に切り替えていくことで、今ま

で出来なかったようなことが出来るようになり、活躍で

きる場面も増えていくと思われます。救急車は年数は

それほど古くはないものの、年間2,000件出動し、２万

km走りますので、どうしても早めの更新が必要になりま

す。ただ最新の救急車に更新すれば、八尾市内だけ

でなく全国でも活躍できることになります。

　消防では市民の皆様が安心して日々を過ごせるよう、

日夜業務を行っています。これからも消防行政にご理

解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

▼大河　智　消防司令補　

　今年度はガバメント・クラウド・ファンディングによる寄

付金も活用し、車両の更新を計画に基づいて進めて

います。消防車は１台約１億円、救急車は約4,000万

円かかります。

　国の補助金も活用しながら、他に財源が確保できる

手段がないか、検討しています。そこで消防に特化し

た寄付を募る仕組みとしてクラウドファンディングを行

い、消防力の強化に充てる考えです。今年度は寄付

金の目標を、1,000万円としています。

　また寄付していただいた方々には、お礼の品として

車体にネームを貼り付けるなどさせていただきます。

あるいは導入した車両への乗車や、放水の体験も用

意しています。そして新車両のお披露目イベントも来

年３月に予定しています。

　個人の寄付では、税金が軽減できる「ふるさと納税」

の制度を利用可能です。厳しい財政状況の中を工夫

して取り組んでおります。どうかご協力をよろしくお願

いいたします。

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 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

▼吉本会長　八尾市消防本部の皆様、卓話よろしく

お願いいたします。

▼長竹副会長　本日も宜しくお願い致します。

▼稲田幹事　飯田さん、ストレスをありがとう。

▼池尻会員　在籍内祝い。

▼山本（昌）会員　スズシク？イヤ、寒くなりましたね！

皆様、お身体を大切にして下さい。ご夫人誕生日。

▼中川会員　良い事がありました。でももっと良い事が

ありますように。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。

▼田中（正）会員　11月9日待ちに待った秋の日帰り

親睦旅行です。沢山の参加、宜しくお願いします。ど

こに行くんでしょうか？ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼柏木会員　例会欠席お詫び。佐々木先生いつもあ

りがとうございます。良い事がありますように。

▼松井会員　宮川さん、昨日はごちそうさまでした。前

から酔うと理解不能でしたが、昨日は会話も成り立ち

ませんでしたね。

▼山陰会員　誕生内祝い。

▼宮川会員　ご夫人誕生日。例会欠席2回分お詫び。

▼野村会員　職業奉仕委員会メンバーの皆さん、本日

はありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。

▼児林（秀）会員　本日10月第一例会です。めっきり

すずしくなりました。体調崩さないようお気をつけて下

さい。年末に向け、火災が増えます。八尾市消防本部

の皆さん、卓話よろしく御願いします。

▼大槻会員　在籍内祝い。

▼富田会員　ありがとうございます。在籍内祝い。

▼大熊会員　ご指導のほどよろしくお願いいたします。

在籍内祝い。

▼相馬会員　消防本部 大河様、東浦様、火災予防協

会 中尾様、本日はおいでくださり、ありがとうございま

した。在籍内祝い。

▼曽家会員　先日ローターアクト親子会合同例会、ご

参加有難うございます。誕生内祝い。

▼平尾会員　先日八尾フィルのコンサートにいきまし

た。良かったです。

▼大橋会員　大河様、東浦様、中尾様、卓話宜しくお

願いします。

▼佐々木会員　今晩から急に寒くなりそうです。皆様、

体調にお気をつけ下さい。

▼倉内会員　例会欠席お詫び。

▼福村会員　オリックスバファローズ劇的な優勝でした。

10年以上ファンクラブに入っておりましたが、止めたと

たん強くなってしまいました。優勝おめでとうございま

す。よいことがありました。

▼谷口会員　涼しくなり、過ごしやすくなりましたね。

▼原田会員　良い事がありますように！

▼加藤会員　誕生内祝い

▼安田会員　今週も色々ありましたが、気持ちを切り

替えて頑張ります。

■ 出席報告

月日

9/21

9/28

10/5

会員数

62

62

62

出席

40

46

49

うち出席規定
適用免除者

7

12

9

メーク
アップ

0

出席率

76.92％

80.70％

90.74％

確定
出席率

76.92％

日時：２０２２年１０月５日（水）

承認事項

1.前回議事録

2. 9月会計報告

3. 11/9 移動例会（親睦日帰り旅行）

4. 11/6 インターアクト年次大会

5. 青芝フック様 色紙オークション収益金

6. 卓話者謝礼

7. 大阪ＲＣ 100周年記念式典お祝い金

8. 大阪南ＲＣ 70周年記念式典お祝い金

9. 11/17 四和会 事務局参加費

10. 事務局員業務委託

11. 事務局休み（10/21（金））

12. 地区大会信任状委員会 選挙人選出

13. 初親睦会 飲食代追加

14. サッカー大会 支援金

理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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