
今日の歌 ♪ 

 「我等の生業」 

 我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは平和親睦

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

今後の予定： 

6/27 

（水） 

・ 終例会 

・退任挨拶 

 会長、副会長 

 幹事、SAA 

7/4 

（水） 

・新年度初例会 

・就任挨拶 

・プログラム発表 

・定例理事会及び 

 クラブ協議会 
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第１８２０回 例会プログラム 
２０１２年６月２０日（水） くずはゴルフ場 

●１２：４０ 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ 

  山本 正夫 会員 

●卓話 

 「警備員教育のさわり」 

 米田 勉 会員 

その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

6 
２０ 山本（正）会員 

２７ 米田会員 

  

６月の花「アカンサス 」 

花言葉：美を好む・美術・建築・技巧 

    気品あるふるまい・信じ難い生命力 

アザミに似た美しい葉をもつので、「ハアザミ（葉

薊）」と呼ばれ、属名のアカンツス（またはアカンサ

ス）も、ギリシャ語の「アケー（刺）」と「アントス（花）」

が語源で、それがラテン語となってアカンサスに

なったといわれています。英名は「ベアーズ ブ

リーチ）」です。  

 

 

2012.6.15 於：阪神甲子園球場 

第29回全国ロータリークラブ大会  

東日本大震災被災地復興祈念大会 
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 会長の時間 

 3分間スピーチ 

 講 話 

 自己紹介    白井博巳 新会員 

 長年にわたり父、中川定雄がお世話

になりありがとうございました。父は体

調もよくなり、元気に心安らかに過ごし

ておりますのでご報告いたします。 

 先週よりくずはRCに北川会員の紹介

で入会させていただきました。20年前

に、くずはRCのクリスマス会、夏の家

 枚方市長 竹内 脩 様 

族会に何度かに出席させて頂いたこと

があります。 

 今後は会の趣旨にのっとった活動を

し、また活動が出来るような働きをして

いけたらと思いますので、ご指導よろし

くお願い致します。 

  

 

 

 本日は公私ともに も身近かでお

世話になっております竹内脩市長と

秘書課の佐久間様にお越しいただき

ご高話を承る事ができますのを光栄

に存じております。 

 私共の関係します任期期間中の例

会数は46回ですが、本日は44回目に

当ります。この日に当たり、本日の週

報３頁に掲載されているEクラブが東

京地区に誕生したことをお知らせい

たします。このクラブは、会員27名

中、米山学友は16名、インドネシアか

らの奨学生をはじめ、親身に感謝出

来る方々が主軸に発足したものであり

ます。 

 一考に値する話題を述べて会長の

時間とします。 

  

         

＜未来を見据えた枚方市政＞ 

●枚方市の現状                                  

＊平成24年度一般会計の当初予算

は1,173億円、その内市税収入540億

円、地方交付税100億円、地方債58

億円（臨時財政対策債）の合計約700

億円については、生活保護費など福

祉的経費や施設管理経費などに使う

ことができます。また、収支は黒字で

推移しています。 

＊人口規模は41万人で、前年度とほ

ぼ同じ数字で推移しており、今がピー

クと考えられます。 

＊大きな動きとしては、3月末に牧野

駅周辺整備事業が完了し新しいまち

の賑わいが誕生する一方、枚方市駅

前の百貨店が撤退するなど地域経済

の進展が危惧される事態も発生して

います。 

●未来（20年後）の枚方市                  

人間の先を見通せる期間（Horizontal 

Term）は20年程度と言われています。

20年後の日本社会は、人口が現在の

大阪府の人口の約1.5倍にあたる

1,360万人減少し地域間の格差が拡

大、経済産業活動の基盤となる電力

の確保困難、またスマートフォンに代

表される情報通信分野の進展に伴う
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＜新旧合同理事会開催＞ 

2012.6.13（水） 於：がんこ枚方店 

医療資源を枚方の特徴・売りとして発信

していきます。 

 ＊「教育文化都市」については、総合

文化施設の建設が大きなプロジェクトの

一つです。約162億円の投資（土地代を

除く追加投資は約87億円）が必要となる

事業ですが、穂谷川清掃工場の代替プ

ラント建設など新たな課題が出てくること

が明らかな中で、総合文化施設建設に

一定の目途をたてておく必要があること

から思い切って事業着手し、枚方市駅

周辺の賑わい創りの起爆剤へつなげて

いきたいと考えています。 

● 後に                                    

やるべき課題は非常に多いですが、一

つひとつ丁寧に頑張っていきますので、

くずはロータリークラブの皆さんにもご協

力をお願いします。めざすまちの姿「住

みたい・住み続けたいまち」を「市民が誇

れるまち」へ 

働き方・消費方法の変化が想定され

ます。 

 こうした社会構造の中で、20年後の

枚方のまちがどのような姿であるべき

かを考えることが、市政を担う市長の

重要な仕事です。激しさを増す都市

間競争の中で、枚方を守り勝ち残るた

めの戦略を着実に進めていかなけれ

ばなりません。 

●勝ち残るための戦略                               

「健康医療」と「教育文化」の両分野を

まちの大きな柱に据え都市ブランドと

しての確立を推し進めることにより、ま

ちの発展をめざします。 

 ＊「健康医療都市」については、市

民病院の建て替えが大きなプロジェク

トの一つです。平成26年の今頃には

新しい病院をオープンする予定です。

また、市内には5つの公的病院や医

療系大学が揃っており、これら豊かな

＜第２９回全国ＲＣ野球大会開催＞ 

2012.6.15（金） 於：阪神甲子園球場 

 

 今大会は東日本大震災被災地復興祈念大会と

して全国から81クラブが参加、7日間の大会期間が

予定されています。当クラブは大会初日の15日第

3試合に「東京調布むらさきＲＣ」と対戦しました。 

会員58名の想いを背負い乗り込んできたという相

手チームに初回2点を先制されましたが、その裏3

点を入れ逆転。その後も2回に5点、3回に1点と得

点し９－５で勝利。投打ともにかみあったみごとな

試合でした。選手・応援の皆さん、お疲れ様でし

た。 

出席者（敬称略）：山口(伊)、高島、北川、初木、三木 

     小西、中野、畠仲、國田、日野、山中 、原田 

     川島、今西、中村、藤原、多田、重田、西田      



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊前回欠席をいたしました             平尾公介 

＊梅雨でうっとおしいけどくずはRCはればれ！山中 卓 

＊甲子園へ連れて行ってくれてクラブメンバー 

 選手の皆様ありがとう！応援団をもっと連れて 

 行けなくてごめんなさい。野球小僧のあこがれ 

 の甲子園の土をこそっと持ち帰る時、誰か知ら 

 ないけど（多田会員のご子息かな？）ビニール 

 袋をわけてくれてありがとう。 来年も行こうぜ！！    

                             岩本昌治           

ニコニコ箱 合計 ￥25,000 累計 ￥1,431,491 

〇本日の配布物 

① 

○本日の回覧物 

①みのり 第72号 

②関西学友会2012 NO. ２８ 

○地区行事等出席予定                         

6/20 12-13年度第1回地区社会奉仕委員会  初木 

6/22 交野警察案内板除幕式 

7/7 広報委員長会議                辻村 

7/14 社会奉仕委員長会議 

7/28 米山カウンセラー研修会 

7/28 クラブ研修リーダーのためのセミナー 
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第１８１９回例会出席報告（６月１３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 39名 75.00％ 

  お客様  竹内  脩 様 （枚方市長） 

        佐久間智子様 （枚方市役所秘書課） 

第１８１６回 例会補正後 出席率  ７０．００％ 

   メーク ６名 欠席 １５名   除外 ６名 

 

２０１２ クールビズ実施  

６月１日～９月３０日 

ロータリー徽章 着用 

＜ホタル狩り家族例会のご案内＞ 

＊日   時 ２０１２年６月３０日（土）午後６～９時 

＊集合場所 京阪出町柳駅 京阪バスストップ 

*集合時間  午後５時 洛雲荘の送迎車あり 

＊行    先  京都 雲ケ畑 洛雲荘 

＊参 加 費 無料（会員・ご家族共） 

＊参加申込 ６月２０日(水) 

 

＊その他  お料理は約１万円相当を用意する予定      

 会員・会員ご家族の皆様、多数のご参加をお待ち 

 しています。 

＜お知らせ＞ 

   寄贈した交野警察案内板の除幕式 

  ＊日時 2012年６月22日（金）15:30～ 

   ＊場所 交野警察署前 

         交野市倉治一丁目40番1号 

   ＊5RC親睦ゴルフチャリティ資金で寄贈 

   除幕式に参加希望される方は幹事または事務局 

   までご連絡下さい。 

＜6月13日例会のお客様＞ 

枚方市長 竹内 脩 様   枚方市秘書課 佐久間智子様 


