
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （10 月 9 日） 

次週の予定  （10 月 16 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（9月 25日分） 

会員数  44名 出席数 31名 欠席者 7名 

特定免除  6名 その他免除  0名 

出席率 81.57％ 

 

前々回 9月 11日分 

ホームクラブの出席者 36名   97.29％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除  7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 

「手に手つないで」「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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 「米山月間に因んで」 

田川 和見 米山奨学委員長 

 後面に記載 

今月のテーマ 

「米山月間」 

 「コンプライアンスとは」 

司法書士 川村 常雄 氏 

担当 中嶋 啓文 会員 

 

 平成 24年 10月 9日  No.2178  H24.9.25  (No.2176の例会記録)   



 

 

 

先週 19 日（水）には東村ゴルフ委員長のもと北六甲

カントリークラブで第一回ゴルフコンペが開催され、多

数の皆様が参加して頂き有難うございます。当日は樋口

ガバナー補佐と一緒にラウンドさせて頂き、その若々し

いプレー内容での飛距離の凄さにただ舌を巻くばかりで

あります。そして素晴らしいスコアーで見事優勝されました。おめでとうございます。

また橋本会員の企画によりますグルメ同好会も 21日（金）に開催され大変美味しく、

ワイワイガヤガヤと楽しい時間を過ごすことができ感謝申し上げます。このように例

会以外にも会員交流の親睦が持てることは、クラブとしての活性化に繋がっていきま

すので、今後とも引き続き宜しくお願いします。そして 22 日（土）には秋の全国交

通安全キャンペーン交通安全市民フェスタに参加して参りました。 

さて、尖閣諸島の領土問題で中国ではかなりの反日デモが行なわれ、デモ隊が暴

徒化する場面もかなり報道されていました。その時にはお決まりの日章旗を焼くシ

ーンもありましたが、非常に憤慨と悲しみを抱きます。さてその日章旗がいつ頃日

本の国旗になったのか皆様はご存知ですか？ 

日章旗の起源は未詳でありますが、日本人は古来太陽を信仰の対象としており、聖

徳太子も隋に遣わす時「日出づる所・・・」で始まる文書を送ったり、また飛鳥時代

末期に国号を「日本」（日ノ本）と命名したところからも、太陽（日ノ出）を意識し

ています。日章旗あるいは日の丸はこのような太陽を象徴したものであり、白地の長

方形の中に赤い円を描いたものであります。これを日本の象徴する旗として用いられ

たのは、1853 年のペリー艦隊が来航した時に、まだ日本には外国船と日本船とを識

別する為の標識がなく、翌年 1854 年日米和親条約調印後、当初、徳川氏の先祖の新

田氏の旗（白地に黒の横一文字）を考えていましたが、薩摩藩主・島津斉彬の進言に

より「日の丸」の幟を用いることにしました。そして 1859 年に幕府は白地に日の丸

の旗を掲げるよう決定し、日の丸は幟から旗に代えて、日章旗を「御国総標」にする

という触れ書きを出し日本を代表する旗、つまり事実上の国旗となりました。 

第二次世界大戦後から反日の丸を主張する勢力は、日章旗が国旗としての法的正

当性に疑義を訴えたが、日章旗を国旗と認める勢力は、これは一種の慣習法と考え

られることなどを主張、また日章旗掲揚に係わる問題などが頻発し、ついに自殺者

まで出るに至りました。このことに対処するため、1999 年平成 11 年に国旗及び国

歌に関する法律が公布され、正式に国旗として定められました。ですからまだつい

最近の話であります。 

来週は函館方面の秋の家族会です。佐藤親睦活動委員長並びに親睦活動委員会の

皆様大変お世話になりますが、宜しくお願い致します。 

藤本 和俊 会長 会長の時間 



                          小川 芳男 副幹事 

 

≪緊急理事会議事録≫ 
  

９月２０日（木）臨時理事会を開催いたしました。決議事項をご報告いたします。         

(1) 中原会長エレクト辞任にともない後任に 

      上田副会長が会長エレクトを兼任する件  ・・・・・・・承認 

(2) 新入会員森岡信晶氏・入会の件            ・・・・・・・承認 

 

３組ＩＭ 担当者会議が９月１８日開催され、開催日時・場所・講演内容等決定

されましたので報告いたします。 

     日 時：平成２５年１月２６日（土）  午後 13：00 受付開始 

                        午後 13：30 開会 

     場 所：メセナひらかた多目的ホール 

     懇親会：16：30～17：30  メセナひらかた 6Ｆ 大会議室 

             

 

 

◎グルメの会                     橋本 正幸 会員 

 

 

 

 

幹 事 報 告 



 

◎ニコニコ箱委員会                   中野 秀一 委員長 

 

・東村ゴルフ委員長 橋本グルメ同好会会長 

   色々とお世話になりありがとうございました      藤本 和俊 君 

・ゴルフ優勝 感謝                    樋口 秀和 君 

・橋本さんワインありがとう 感謝             谷中 清孝 君 

・東村ゴルフ委員長、大変お世話になりました 

   当日賞いただきました                上田 正義 君 

・ゴルフ会多数の出席ご苦労様でした 東村さんありがとうございました 

  グルメ会橋本さんご馳走様でした                髙島  登 君 

・ロータリーゴルフ大会写真ありがとうございました 感謝  堀部 邦夫 君 

・グルメ同好会欠席お詫び                 大東  弘 君 

・早退 お詫び                      松原 清一 君 

・グルメ会参加ありがとうございました 自祝        橋本 正幸 君 

・ゴルフ会・グルメ会参加できませんでした お詫び     杉原 巨峰 君 

・RCGC 楽しかったです 東村 CP 有難うございました    佐藤 多加志君 

・グルメ会 橋本会長有難うございました 

  髙島幹事ごちそうさまでした              佐藤 多加志君 

・ゴルフコンペ 5 位でした  

  東村キャプテンありがとうございました         木村 克己 君 

・グルメの会 橋本会長お世話になりました 

   髙島さんありがとうございました           中野 秀一 君 

・皆様いつもニコニコありがとうございます         中野 秀一 君 

・第１回ゴルフコンペ多数御参加頂き大変有難うございました 

 次回は 11/14（水）奈良抑生カントリーを予定しております 

 よろしくお願い致します                 東村 正剛 君 

・髙島幹事ありがとうございました             中嶋 啓文 君 

・ゴルフコンペ準優勝しました 木村君スミマセンでした   中嶋 啓文 君 

・グルメの会 ガッツリいただきました           空門 満也 君 

・ゴルフ、グルメ各委員長様 ありがとうございます     東野 喜次 君 

 

 

委員会報告 



 

「 都市近郊における農業 」 

               橋本 正幸 会員  
 

都市近郊における農業について 

日本の状況と同様に、大阪府内の食糧の多くは府外から

運ばれています。 

近郊の農家が耕作できるよう生産緑地の確保が行われて

いますが、機能しているのでしょうか。 

そこにはどの様な問題があるのか検討してみました。 
 

農産物の流通 

 卸売市場の成立と衰退 

  日本の農産物の流通は卸売市場を中心に形成されてきた。戦後は食糧難に対処

するため、全国の農産物を平等に流通させることが最優先課題であった。 

  無農薬野菜や有機栽培など、特定の品質の農産物を作る個別農家が評価される

ようになると、流通事業者などは、独自の取引条件を設定して農家との直接契約を

行いました。 
 

 加速する卸売市場離れ 

  青果については昭和６０年に８５．２％あった経由率が平成１８年には６４．

８％に低下した。特に、野菜の経由率が平成１８年に７５．８％に対し、果実は４

６．６％と著しい低下を示している。他の分野でも、同様に低下していて、卸売市

場離れが加速しています。 
 

 卸売市場の集荷と取引の変化 

  卸売市場の衰退は、消費者側のニーズだけでなく農家の都合によるところも大

きい。卸売業者が農家から委託を受けて集荷する方法には、農家に価格決定権がな

いという問題がある。 

  最近では、農家と消費者のインターネットなどによる直接契約が行われている。 

  安全面から農家との信頼。輸送コストが価格に反映し消費者に負担となる 
 

 生産緑地 

  近郊農業を確保するために平成４年８月に生産緑地制度が設けられました。 

  生産緑地の土地の価格が低い（１００分の１＝１億で１００万円）ため、現状

は相続税対策に活用されているケースが多い。米の生産は、反当たり７万円から 

１０万円の粗利益です。 

先週の卓話 



農業に従事するには 

 高齢化が進んでいて後継者が望めない。個人で農業を営むには土地の確保が厳しい

これからの農業は、コストをかけずに安定した生産ができ、販路を確保する必要がある。 
 

輸送コスト削減 

 マーケットは大阪などの大都市圏となるため、伊賀上野からの運搬手数料は、粗

利益に対して１４．３%のコストがかかる。 
 

 養液栽培（水耕栽培） 

  水耕栽培（たん液栽培とＮＦＴ）。固形培地（れき耕、砂栽培、ロックウール栽培） 

ハウス栽培については、天候に左右されず生産量が安定し、大量の生産が望める。 

  消費ニーズに見合った栽培が可能 

  高齢者や障がい者の雇用が望める。５０人以上の雇用をしている事業所には 

１．７％の障がい者雇用が義務付けられています。大東市においても達成をされて

ない会社が厚生労働省から開示されています。福祉施策の一助になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

２０１２～２０１３年度 
 

職業奉仕 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 10月 9日（火） １８：００～ 

場  所 秀  

阪神タイガースのトラの縞が鮮や

かな柄です。 

撮影は和歌山県南部の沖合のポイン

ト、ミサチジマの根の南端で発見しま

した。 

柄も色も大きさも目立つので発見

しやすいのですが、あまり和歌山で

は見かけません 

見つけた時は大喜びでした。 

羽を広げて泳いでいる姿は面白い

です。 

 

 ミカドウミウシ 

 


