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＊貴重なお時間、3分間ｽﾋﾟｰﾁさせて頂き 

   ありがとうございます         瀬川裕一 

＊誕生日祝をいただいて          三木  彰 

＊本日は卓話をさせて頂きありがとうございま 

  した自分自身で勉強になりました      茨池直人 

＊御誕生日御祝を頂きましてありがとう 

  ございました             中島  一 

＊茨池会員卓話お疲れ様でした   松田伸一 

＊茨池会員の卓話素晴らしかったです水道のお話 

  あまりよく解らなかったけど一生懸命に話されてい 

  る姿に感動しました次回は波乱万丈なﾌ゚ﾗｲﾍﾞー ﾄ̂の 

  お話を是非お聞かせください       稲田義治 

   

12:30 開会の点鐘 

・友情と親睦の握手 

・国歌斉唱 

・ロータリーソング 「奉仕の理想」 

・会長の時間 

・贈呈式 

  くずはRC杯枚方少年野球ｼ゙ｭﾆｱ大会運営費 

   各種記念品 

・創立45周年実行委員会報告 

 - 食事と歓談 - 

・幹事報告 

・出席状況報告 

・卓話「会員増強月間に因んで」 

    今平健一 会員増強委員長 

・委員会報告 

・その他 ニコニコＢＯＸ報告 

13:30 閉会の点鐘 

・本日の会合(敬称略) 

第2回定例理事会 

國田、岡山、初木、米田、橘、粟津 

柿丸、小北、源本、白井、森岡、田代 

松吉、田中商人、木﨑、川上、瀬川 

稲田、今平、日野、杉森、高島 

松田(広報委員長代理) 

 

 

2019-20年度クラブテーマ 

 

「くずはロータリークラブの  

    輝かしい未来に向けて」 

 歴史と伝統を学んで実践しよう！ 

2019-20年度理事・役員 

会  長 國田欣吾 幹  事 橘喜久夫 理事(長期計画) 源本将人 

直前会長 岡山量正 S  A  A  柿丸   裕 理事(社会奉仕) 白井博己 

会長ｴﾚｸﾄ 初木賢司 会  計 粟津直晶 理事(国際奉仕) 森岡順一 

副 会 長  米田   勉 理  事 小北英夫 理事(職業奉仕) 田代ミチル 

                            理事(青少年奉仕)松吉冨美彦 

「我等の生業」 

 

奉仕の理想に 

集いし友よ 

 御国に捧げん 

我等の業 

望むは世界の久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

 

 國田欣吾 会長 

2019年8月7日 第2145回例会 

■本日の配布物 

①8月7日週報 

②会員増強計画表 

■本日の回覧物  

・ガバナー月信8月号 

■地区行事等出席報告 (敬称略) 

7/11 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委委員会   杉森  

7/27 社会国際奉仕委員長会議   杉森 

■地区行事等出席予定 (敬称略) 

8/22 ５RCゴルフ会議  稲田、田中商人 

8/24 職業奉仕委員長会議     田代 

8/26 ｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙ活用管理説明会 

                         國田、初木 

8/31 青少年奉仕委員長会議    松吉 

9/14 財団ｾﾐﾅｰ        國田、日野 

9/21 米山奨学委員長会議  田中商人 

 

創立45周年記念式典祝賀会  
 10月26日(土) リーガロイヤルホテル大阪 
式典16:00～ 記念講演17:15～ 祝賀会18:40～ 

 
 

例会プログラム 本日の歌♪ 

８月度御祝 

枚方まつり2019広報活動・出前授業 
 8月24日(土)～25日(日) 

 岡東中央公園・枚方市役所前    

次回の例会は 

9月4日(水) 

ひらかた仙亭

12:30～13:30 

■卓話「会員増強月間」 

 龍見洋祐会員 

■地区大会PR 

8月14日(水)夏季休会 

8月21日(水) 

ひらかた仙亭

12:30～13:30 

■卓話 長村修治会員 

■45周年実行委員会 

■青少年委員会 

8月28日(水) 

ひらかた仙亭

12:30～13:30 

■卓話 河本大成会員 

■国際奉仕委員会 

■財団・米山奨学委員会 

くずはRC杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 
 8月25日(日)開会式 9:00～ 

枚方東部スタジアム 

☆入会記念日祝 13名 

 山中   卓 会員 三木 彰 会員  

 森   賢司 会員 江口信昭 会員 

 今平健一 会員 柏本佳宏 会員 

 川上和之 会員 大橋智洋 会員 

 田代ミチル会員 塔下博之 会員 

 茨池直人 会員 河内茂治 会員 

 内田智久 会員  

☆お誕生日祝  7名 

 北川順清 会員 小林正彦 会員 

 若林尚史 会員 米田  勉 会員 

 岡山量正 会員 田中商人 会員 

 堀之内將次会員 



会長の時間 

 

国際ロータリー第2660地区 KUZUHA ROTARY CLUB  発  行   
創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日ｸﾗﾌﾞ名称変更承認：2005年6月6日 

会      長 國田  欣吾 広報公共イメージ委員長 内田  智久 
〒573-0027枚方市大垣内町3-1-20ひらかた仙亭４F 

TEL：072-804-9037 FAX：072-804-9038  

 会長の時間です。こんにちは。今日も多くの皆さんにご出席を頂きありがとうございます。非常に暑い日

が続いており全国で熱中症になられた方も出てきていますので、十分に水分を摂ってご自愛ください。 

 さて、本年度の例会では最初の卓話です。スピーカーは、茨池会員です。お仕事のお話を頂けると大

変楽しみにしていますのでよろしくお願いします。本年は出来るだけ若い会員を優先にお話をして頂きま

す。又、８月の３週には、歴代会長皆様に会長の時間の中でお話を頂きますのでよろしくお願いします。 

 先週の例会ではクラブ協議会でしたが、時間延長になりました事をまずお詫び申し上げます。クラブ協

議会では、本年の奉仕事業計画と予算のご承認を頂きましてありがとうございました。皆様から頂いてい

ます会費を大切に使用させて頂き、奉仕事業をより効果的に効率的に進めて参ります。 

 昨晩、第３組会長幹事会がモントレで開催され、本年度のＩＭ３組ロータリーデーとフレシュロータリアン

の件が決定をいたしました。又、ＲＩとしてはメークアップは今年度中と申し上げましたが、2660地区の見解としましては、例会

はロータリー活動の基本であり、出席ルールの緩和はロータリー活動の原点からどうかと思う。またクラブの弱体化につながる

懸念がある事から、現行通り欠席日の前後１４日間として頂きたいという事です。お忘れのないようお願いします。 

 さて、皆様の事業所は労働不足に悩んでおられませんか？昨日労働基準監督署の方とお話をする機会がありまして、各企

業のお話もございましたが建設業については２０年前の２０００年くらいは７５０万人以上の労働者がいましたが、昨年統計を取

ると３割減の５５０万人になっており、その内５５歳以上が１００万人を超えています。３０歳未満の労働者が５０万人を切っている

のが現状です。そして労働者に対しての労働時間についても2024年度より週40時間労働と週休２日制が施行される事になり

ますので準備が必要になってくると思います。現在各企業において取り組んでおられるのはキャリアアップシステムと言われ、

労働者の能力と実績を登録し、給料や待遇を交渉できるようなシステムを導入する事で、労働に対するモチベーションが上が

り生産性も向上するのです。又、皆様の事業所の取り組みで良いものがあれば会員同士で共有していく事もロータリーの大切

な事だと思います。また卓話が回ってきましたらお話を頂きますのでよろしくお願いします。以上で会長の時間を終わります。 

  國田欣吾 会長 

 

３分間ｽﾋﾟｰﾁ 
 こんにちは。本年度、親睦委員長を仰せつかっております瀬川でございます。日頃は、親睦活動にご

協力頂き誠に有難うございます。皆様のご協力無しでは有意義かつ楽しい例会、家族例会は出来ないと

思いますので何卒宜しくお願い申し上げます。 

 さて自分事ではありますが、昨年は地震、猛烈な台風と災害の多い年でありました。そのおかげでと言う

のも語弊がありますが、忙しかった年でございました。今でも、シートのかかった屋根が沢山目に入ると思

いますがまだまだ爪痕が残っております。とある方からはまだバブル続いてるんか、など言われますがバ

ブルでは無いですがまだ続いています。バブルと言う言い方はイメージが大変悪うございますので、まだ

災害復旧工事続いてるんと、言って頂ければ幸いです。決して荒稼ぎしているわけではございませんの

で誤解の無いようお願いします。 ただほんの少し例年より売り上げをあげさせて頂きました。 

 話は変わりますが、我々屋根屋の仕事に直結するのですがこれからの時期怖いのが熱中症でございます。屋根屋だけでな

く、皆さまにも言える事です。気温だけでなく湿度も大きく影響するらしいですので、水分補給は耳にタコが出来るぐらい皆さん

もお聞きでしょうが、喉の渇きがあまり感じなくてもこまめな水分補給は大切らしいです。今年もまだまだ暑い日が続くと思いま

すので、体調管理をしっかりして頂いて暑い夏を少しでも快適に過ごして頂ければと思います。有難うございました。 

 

  瀬川裕一委員長 

 

卓話 【これからの水道事業】 

 改正水道についてお話させていただきます。改正水道法とは水道事業の広域化・官民連携・資産管

理の強化であります。資産規模が約40兆円に上る日本の水道施設は、高度経済成長期に建設されたも

のが多く、老朽化によって全国各地で漏水被害などの問題が発生しています。また、その一方で人口減

少が影響し、水道の給水量は2000年頃から全国的に減少傾向にあります。すでに全国の水道事業体の

約3分の1で「供給単価」が「給水原価」を割り込む「原価割れ」が生じています。今後さらに減る給水人口

で、施設更新や耐震化などの費用を負担するとなれば、水道料金は確実に値上げせざるをえないだろ

うといわれております。小規模な市町村や人口減少が著しい地域において、水道事業の問題は特に深

刻であります。そのような背景から水道の基盤強化を図ることが、今回の水道法改正では大きな目的の1

つであり、今後は一人一人が水道について学んでいく必要があるかと思います。 

 今後、変化していく水道事業の理解とメンバー皆様の参考になればと思いお話しさせていただきました。たかが水道、され

ど水道だと思いますので、何かを考えるきっかけになればと思います。 

 

  茨池直人会員 


