
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （9 月 4 日） 

次週の予定  （9 月 11 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（8月 28日分） 

会員数  44名 出席数 38名 欠席者 3名 

特定免除  3名 その他免除  0名 

出席率 92.68％ 

 

前々回 8月 7日分 

ホームクラブの出席者 33名   82.50％ 

メークアップの結果 40名 

特定免除  4名  その他免除   0名 

欠席者  0  修正出席率 100.00％ 

％ 

ロータリーソング 

「大東ロータリーソング 」「四つのテスト体操」 

２０１２年～２０１３年度 

国際ロータリーのテーマ 

奉仕を通じて 
平和を 

 

 田中 作次 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1 時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 藤本 和俊 
■幹 事 髙島  登 
■会報委員長 松原 清一 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 
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 「 インターアクトクラブ海外研修の報告 」 

ゲストスピーカー 大阪桐蔭高校インターアクター  

担当 インターアクト委員長 東村 正剛 

  

‐‐  Peace Through Service ‐  

 

「 大東市における学校教育の現状について 」 

ゲストスピーカー 大東市教育員会 教育長   

亀岡 治義 氏 

担当 新世代奉仕委員長 中  恒夫 

 

 

  

 

 

   後面に記載 

平成 24年 9月 4日   No.2173 H24.8.28. (No.2172の例会記録) 

今月のテーマ 

「新世代のための月間」 



 

 

 

まだまだ暑い日続いておりますが、皆様方の体調

管理はいかがでしょうか。 

まずもって第 94 回全国高校野球選手権大会にみ

ごと大阪桐蔭高校が、2010 年の興南高校以来、史上

7 校目となる春夏連覇の偉業を達成され、誠におめ

でとうございます。また大阪勢の春夏連覇は 87 年のＰＬ高校以来、2 校目となる

快挙であり、どの試合をとっても王者の風格さえ感じる素晴らしい内容であり感動

いたしました。お陰で大東という地名もかなり全国的に知って頂いたのではないか

と思います。今後も更に練習を積んでがんばって頂きたいと思います。 

先週例会終了後、会長・幹事の出席のもとで第三組の幹事会が開催されました。

枚方ＲＣより 1 月 26 日開催のＩ.Ｍは、金美麗氏を招いての講演会方式で行なうと

の説明があり、また各クラブ会長より現況報告がありました。すでに新会員が入会

されているクラブも多数ありましたが、反面抱えている問題も増強、退会防止にむ

けて同様の悩みが多かったかと思います。 

さて話は変わりますが、今中国での大規模マンションの開発はやや減速傾向が見られ

ますが、都市部への人口流入は全人口に占める比率が 51.3％、6億9079万人と初めて半

数を超えるまで来ています。今後 20年以内に 75％まで上昇すると予想されています。 

数ヶ月前に中国大連の経済特区にある日系企業の工場を視察してまいりました。

そこには従業員が 4500 名、そのうちなんと日本人はたった 9 名と聞かされ、驚き

ました。殆んどの現場運営は中国人に任されていましたが、事務所、工場内の案内

看板や、工程管理に使用されているのはすべて日本語であり、仕上がった商品も同

様でありました。中国国内向けの直営店向けには日本語が絶対的な品質の高さで信

頼されているので日本語がブランドになっています。そして私共が行く先々では、

どの工員に会っても笑顔で挨拶をしてくれます。考えてみればすべて日本式の教育

が徹底されていると感じました。人件費は毎年 20％の賃金上昇のため、以前まで

の手作業からオートメーション化に切り替えなければ経営が厳しい状況が続くそ

うです。いままで世界の工場として低賃金で構成されていたものが、この先は機械

化の波が押し寄せ労働対価としての中国のあり方変わるかもしれません。現地で経

営されている経営者にとって当り前の話ですが、実際現地で自分の目で観ることに

よりその違いが実感できたことは、新たな気づきの収穫になりました。 

最後になりますが、9 月 2 日日曜日ですが大東市少年野球大会の開会式がありま

す。メンバー皆様のご参加を宜しくお願い致します。 

藤本 和俊 会長 会長の時間 



 

 

◎ニコニコ箱委員会                   東野 喜次 副委員長 

 

・大阪桐蔭高校春夏連覇の偉業を達成され 

   おめでとうございます                 藤本 和俊 君 

・大阪桐蔭高校 春夏連覇で計 10 回甲子園球場に校歌が鳴り響きました 

   森山会員 加藤会員 お世話になりました  感謝   大川 真一郎君 

・大峰山登山参加させて頂きました             樋口 秀和 君 

・大峰山に登って来ました  

   樋口さん写真ありがとうございます 感謝       田中 祥介 君 

・大阪桐蔭高等学校 甲子園優勝おめでとうございます    加藤 敏明 君 

・甲子園優勝 感謝                    森山 信一 君 

・大峰登山に行って来ました  

   皆様ありがとうございました  感謝           大西 寛治 君 

・お陰様で父、満中陰無事営みました 御礼申し上げます   髙島  登 君 

・孫達が来ており、にぎやかで楽しくて ニコニコ            福富 經昌 君 

・大好きな釣り三昧の夏休みを過ごしました 自祝      杉原 巨峰 君 

・家族旅行に行ってきました 感謝                 佐藤 多加志君 

・嫁と大曲
まがり

の花火大会に行って来ました 感謝             木村 克己 君 

・8/26 会社の夏のイベント大盛況で終える事が出来ました 

   有難うございました 自祝                    東村 正剛 君 

・大阪桐蔭高校春夏連覇のおめでとうございます        空門 満也 君 

・大阪桐蔭高校春夏連覇のおめでとうございます        植田 直平 君 

・桐蔭高校優勝おめでとうございます             東野 喜次 君 

 

 

２０１２～２０１３年度 
 

新世代奉仕 情報集会のお知らせ 
 

 情報集会を下記の通り開催いたします。 

 ご出席の程お願い申し上げます。 

日  時 ２０１２年 9月 4日（火） １８：００～ 

場  所 秀  

 

委員会報告 



◎歩こう会                       大西 寛治 会員 

 8 月 26 日（日） 早朝 4 時に集合し、6 時登山開始、無事大峰山に登って来

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会                   小川 芳男 委員長 
 

①「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金事務所から、薬物乱用防止寄付に対して     

の礼状が届いております。御報告いたします。 

② 2660 地区より、九州北部大雨災害寄付への募金の要請がきております。募

金箱を順次各テーブルにまわしますのでよろしくお願い致します。 

③ ９月１６日（日）大東市民まつりが開催されますが、実行委員会からは、例

年通り盆踊りの警護を担当するように依頼されております。また社会奉仕委員会の

事業として薬物乱用防止運動の一環として四條畷保健所の薬物乱用防止(ダメ、ゼ

ッタイ)ブースを基点として広報活動としてリーフレット等の配布を行います。 

●薬物乱用防止運動 ＡＭ９：４５  四條畷保健所の薬物乱用防止 

                  (ダメ、ゼッタイ)ブース 集合 

●盆 踊 り の 警 護 ＰＭ５：１５  ステージ東側  集合 

*多数のご参加よろしくお願い致します。 

 



 

 

「市政を省みて」 

 

                           岡本 日出士 会長 

2000 年 5 月に市長に就任して、あっと云う間もな

く 12年が経ちました。 

 行財政改革、都市基盤の早期整備、とりわけ下

水道工事の平成 18年 90％達成、図書館蔵書数、体

育施設、集会施設等府下でもワースト 10に入る施

設を整備し、いきいき安心のまち、文化とスポー

ツの盛んなまちづくりを目指した、12年間でした。 

 行財政改革を目指して最初に手掛けたのは小学校給食調理の民間委託でした。ご

承知の様に学校の昼食は 12 時過ぎであります。調理を行うのに午前 9 時から午後

5 時 30 分迄の勤務時間となっている公務局の調理ではどうしても無駄があります

し、1 年 365 日の内 200 日程の給食日数、1 人の調理員で約 100 名の調理となりま

すと 1食の調理コストが 400円を超えます。民間業者に委託すると、最低 160円で

出来ます。 

 最初一部議員を中心の大反対は保護者の署名、ビラをまき、説明集会開催等いろい

ろありましたが、議会の賛同を得て、10年かけて全小学校を民間に委託する事が出来

ました。何故そんなに長くかかったのかと思われますが、公務員は退職してもらう訳

にはいきません。退職を待ち、空席のところへ配置転換をしてやっと完了しました。 

 次に公立保育所の民営化に取り組みました。私は今ある保育所の土地、建物を民

間業者に貸与するいわゆる公設民営ではなく、施設を法人に売却し、民設民営でや

ってもらう事にしました。こうすれば自分の施設ですから、大切にされるし、自分

の理想の保育園に改装したりと自由に出来ますから運営する方もやりがいがある

だろうと考えたからです。 

 保育所の民間への移行も給食と同じく職員の退職、配置換えをまたないと余剰人

員が出ては無駄な人件費がかかるので現在迄、上三箇、津之辺、寺川各保育園の 3

園が民間に移行することが出来ました。 

 何故民間に移行したのかは、概略公立では 1園児当り年間超過負担が約 150万円民間

の約 5倍の負担が掛ります。3園約 300名の園児で 3～4億円の経費節減になります。 

 同じ成果や結果であれば経費を少なくし市民負担が少ない方が良いに決まって

います。現在の公務員のあり方から考えると、民で出来るものは民で、官でなけれ

ばならないものはやむを得ず官でとなる事は仕方のない事だと思っています。 

先週の卓話 



 サーティホールと併設の中央図書館 12万冊、来ぶらり南郷 15万冊、来ぶらり四

条に 15 万冊と 3 館体制にする事が出来、府下ベストテンに入りました。グランド

も中央公園に 2面、四条小学校跡に 1面と体育館等、市民に予約のない時には毎日

無料で解放しています。 

 集会施設も各区長さんにお願いして現在の集会所を建て替える時、希望されれば 400

平方米の床面積迄、全額補助しますからと高齢者施設の建設をお願いしています。現在

三箇自治会の施設が完成し使用されていますがあと 2地区で計画されているそうです。 

 学校教育施設は全小中学校で空調が整備され又 50 インチのテレビ、電子黒板も

他市に先駆けて設置されました。他市に負けない、知識、体力の子供達が育ってく

れるのを期待し、この子らの安心、安全、そして時代に合った学校施設とする為、

耐震補強、改装、特にトイレについては和式では使えない子供が多くなってきたこ

とから全校大改修する事にし、大体完了の見通しとなりました。 

 財政については、指定管理者制度を活用しながら外部施設については殆ど民間委

託をし、内部機構についても各部課を効率よく整理を進め市民サービスが後退しな

い事を常に念頭におきながら、職員の断層が生じない事も考慮して毎年 20 名の新

職員を採用してきました。就任時、1187名の職員は 2012年度 4月現在 731名、再

任用職員（定年後 65迄）94名となっています。 

 夕張市が赤字再建自治体になって話題になりました財政についても 12 年間黒字

会計なので実質と連結の赤字比率は関係なく又実質、将来の公債比率も府下上位に

位置しています。 

 財政の硬直化を示す経常収支比率も 100 前後で推移していましたが 24 年決算で

は初めて 90を下回り柔軟度が一段と増したようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピカチュウに似ていることから、 

ダイバー仲間はあだ名を呼びます。 

本当の名前を知らないダイバーが

多くいますよ 。 

 

 

 

 

 

  ウデフリツノザヤウミウシ 

 

 


