
   「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月：親睦活動月間 

●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 

  西田 英夫 会員 

●卓話「雑学 ウラ事情」 

    米田 勉 会員 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第46号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

6/26 

(水) 

・最終例会 

退任挨拶 

 会長、副会長 

 幹事、ＳＡＡ 

・40周年準備委員会 

7/3 

(水) 

・初例会 

・就任挨拶 

 会長、副会長 

 幹事、ＳＡＡ 

第１８６７回例会プログラム 
２０１３年６月１９日（水） くずはゴルフ場 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

6 
19 西田 会員 

26 ― 

                    ▲蘇我氏を倒した中大兄皇子、わが国最初の元号

「大化」制定(645)「平成」 まで２４７号を数える▲秀吉、キリシタン禁令を出す(1587)▲

松平定信、老中となり改革開始(1787)▲近代野球、初試合(1846)▲日米修好通称条

約調印(1858)▲万国郵便条約締結(1877)▲ツェッペリン、処女飛行(1910)▲高峰譲吉

の提唱による理化学研究所創設(1915)▲丹那トンネル貫通(1933)▲マリアナ沖海戦

(1944)▲太宰治の遺体発見(1948)▲クウェート独立(1961)  

今日の歌 

  

 ６月の花「アジサイ（紫陽花）」 

 花言葉：移り気・乙女の愛・冷酷・無情・忍耐づよい愛 

日本では古くアジサイのことを「アズサイ・アツサイ（集真

藍）」と呼んでいましたが、それが転訛して「アジサイ（紫

陽花）」になったそうです。アズサイの「アズ（あづ）」が集

まるを意味し「サ（真）」と「アイ（藍）」からなるという説と集

真藍（あづさヰ）」のさヰは「真藍（さあい）」の約からとす

る説とがあり、いずれも青い花が集まって咲くことによると

されます。  
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 このところ、梅雨入り後の干天が続いており

ますが、今後どか雨が到来しないかと案じら

れる昨今です。 

 本日は国土交通省近畿地方整備局企画部

技術企画官 岡 良様が卓話下さいますが、

職業柄、私も平成19年4月から淀川のプラン

クトンについて心配しております。これは大阪

の毛馬の水門から大阪湾までの距離10kmの

会長の時間 

卓  話 

「大阪湾の再生とは？」 

○「魚庭（なにわ）の海」の語源に学ぶ 

 大阪湾は、瀬戸内海の東の端に位置する

周囲を陸に囲まれた海域です。大阪を表す

「なにわ」は、古くより魚介類の豊富な海で

あったことから、「魚（な）の庭」が転じて「魚

庭（なにわ）」になったと言われています。広

辞苑によると、大阪を指す「なにわ」は『（一

説に「魚（な）庭（にわ）」の意という）大阪市

及びその付近の古称』とされています。 

○大阪のいま、むかし 

 大阪湾は、「難波津（大阪港）」と呼ばれた

時代から中国大陸や朝鮮半島などとの交

流拠点として重要な役割を果たしてきまし

た。古来より漁業や交流の要所として利用

され、沿岸地域には人口・経済・産業・文化

が集積し、昭和初期まで浅場や自然海岸

が広く分布する美しい海で、海水浴やカニ

のいる磯・干潟遊びなど人々が身近に楽し

める存在でありました。 

 本格的な大阪湾の開発は昭和30年代か

ら始まり、港湾や工業用地の整備を目的と

する土地造成が盛んに行なわれ、こうして

物流と生産機能を強化していくことで、日本

の高度経済成長を支えてきました。 

 一方で深刻になったのが、海水の汚濁や

間において発生していると言われるシジミ貝

の毒素のことです。 

 これについてもお話が有る事を期待する次

第です。 

ごみの増加。これまで広く分布していた自

然海岸は大幅に少なくなり、海とふれあう場

や海に生息する生き物に必要な藻場、干

潟などが失われ、昭和40年代以降から、赤

潮や夏場に見られる貧酸素水塊の発生な

どで、貝類の漁獲量も激減。このような問題

から、美しく親しみやすい豊かな「魚庭（な

にわ）の海」を回復し、市民が誇りうる「大阪

湾」を創出するため、現在、「大阪湾再生」

の取り組みが進められています。 

○「大阪湾再生」にむけた取り組み  

 2002年に都市再生特別措置法が施行さ

れ、都市再生プロジェクトに「海の再生」が

位置づけられました。2006年3月には大阪

湾沿岸域の関係省庁および地方公共団体

などからなる推進会議により、「大阪湾再生

行動計画」が策定。大阪湾再生推進会議

は、「海水の汚濁・ゴミの増加」「生息環境の

悪化による生物多様性の低下」など大阪湾

で生じている環境の問題に対して、関係行

「大阪湾再生に向けた取り組みについて～多様な主体との連携・協働～」 

  国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術企画官 岡 良 様  
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政機関、市民、NPO、学識者、企業などの

さまざまな主体と連携・協働し大阪湾の再

生に取り組んでいます。 

 

 

1）大阪湾の再生に向けた3つの柱 

①陸域負荷削減の推進（下水道整備、河

川浄化、流入ゴミの削減等） 

②海域での環境改善対策の推進(干潟な

どの生物生息の創出、海底ゴミ・浮遊ゴミの

削減等) 

③大阪湾再生のためのモニタリング(市民

参画によるモニタリング等) 

2）市民参画の取り組み 

・大阪湾生き物一斉調査 

 大阪湾沿岸に棲む生き物と水環境を把

握するため、一般参加型の「大阪湾生き物

一斉調査」を実施。大阪湾環境再生連絡

会と11の市民団体が主体となり、2008年か

ら継続的に調査している。第5回目となる

2012年度は、当初の3倍の1,328人もの参

加者があり、全国で例を見ないほどの規模

で行なわれた。この取り組みに参加した市

民からは、“自分たちも大阪湾の水環境に

関わっているんだ”と思うことで、モチベー

ションが上がるという声が聞かれるように

なった。     

・環境保全に取り組む団体への表彰制度『魚

庭（なにわ）の海賞』 

 『魚庭（なにわ）の海』賞は、大阪湾の環境保

全に取り組む団体を公募し、その中から特に

優れた活動を表彰する制度である。第3回目

の「魚庭の海賞」は、文部科学省のスーパー

サイエンスハイスクール（SSH）の研究指定を

受ける兵庫県立尼崎小田高校が大賞に輝く。 

・大阪湾見守りネット 

 「ほっといたらあかんやん！大阪湾フォーラ

ム」（主催：大阪湾フォーラム実行委員会）に

集まったメンバーを中心に、平成17年11月に

設立。大阪湾見守りネットは、大阪湾の環境

再生を願う個人と関係団体による交流と連携

をめざし、「楽しくおもしろく」をモットーに自発

的な取り組みを進める。 

 

 

 

 

 （公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース ★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま １５９号 ★ 

 

 ロータリー世界平和フォーラムが5月17～18日、広島市内で開催され、世界52の国と地域から約2,800

人が参加しました。米山奨学会ではフォーラム期間中ブースを出展し、2人のよねやま親善大使のほ

か、広島在住の学友やスタッフが事業のＰＲにつとめました。また、18日には埼玉県から自費で参加した

学友、金福漢(キムボクハン)さん（韓国／1995-97／大宮北ＲＣ）が「平和折り紙教室」を開催。ブースを

訪れた新世代の若者たちや海外からの参加者に大好評でした。 

 

 全体フォーラムでは、米山学友代表としてジャンチブ・ガルバドラッハさんが登壇し、新モンゴル高校を

設立して世界の平和に寄与する人材を育ててきた活動を報告。板橋敏雄理事長も「米山記念奨学会の

使命」と題してスピーチを行いました。また、昼に開催された「ポール・ハリス・ランチョンミーティング米

山」では、東京米山友愛ロータリークラブと東京米山ロータリーＥクラブ2750の会員となった米山学友が

スカイプで登場し、それぞれの平和への思いを語りました。 



 

２０１３年 クールビズ実施  

６月１日～９月３０日 

ロータリー徽章 着用 

 

 

２０１３年６月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

○本日の配布物 

①６月１９日週報 

②12-13最終例会と13-14初例会・移動例会のご案内 

③卓話資料（米田会員） 

○地区行事等出席報告 

6/17 大阪みおつくしロータリークラブ認証伝達式 

                              北川 

○地区行事等出席予定           

6/29 第9回地区職業奉仕委員会         國田 

7/2 社会を明るくする運動街頭パレード・式典 

                  原田、北川、岩本、高島 

7/6 13-14年度第1回広報委員長会議   山本（一） 

7/20合同地区委員会             初木、國田 

7/27米山奨学委員長会議及びカウンセラー研修会 

○メークアップ 

 平尾会員 ６/１８ 京都八幡RC 
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ニコニコ箱 合計 \13,000 累計 ￥1,360,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ごみ処理の必要性を痛感させていただいた 

  喜びに                      北村  隆 

＊大阪湾再生に向けたお話を聞けたよろこびに 

                            初木賢司 

＊長女20歳誕生日のよろこびに        木﨑信也 

＊タイより帰国しました              西田英夫 

第１８６６回例会出席報告（６月１２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 32名 64.00％ 

第１８6３回 例会補正後 出席率 86.00％ 

   メーク １３名  欠席 ７名   除外 ４名 

 お客様 岡  良   様（国土交通省近畿地方整備局） 

       宮井達也 様（               〃        ） 

       黒川文宏 様（               〃        ） 

＜12-13最終例会のご案内＞ 

 

 ◆開催日時  2013年６月26日（水） 

          12:00～お食事 （レストラン） 

          12:30～例会 

    ＊お食事はレストランで各自おとり下さい。 

    ＊例会は通常より10分早い12時30分開始  

＜訃報のお知らせ＞ 

豊中RCチャーターメンバーの柏木尚パストガバナーが 

6月16日(土)ご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 


