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■ 事務局

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ
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■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 会長／横山 洋一郎 幹事／北野 克美 会報委員長／村木 茂 会報副委員長／森田 智博
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2013.7.24

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3.
ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
http://www.shin-osakarc.jp
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。

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

http://www.shin-osakarc.jp

第 1331 回例会報告 （7 月 17 日）

＜本日のプログラム＞
第 1332 回例会／2013 年 7 月 24 日
本日の挨拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
ロータリーソング ｢奉仕の理想｣
奉仕の理想につどいし友よ
御国にささげん 我らの業
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
我らのロータリー ロータリー
卓
話
「イニシエーションスピーチ」
横田 靜雄 新会員
武市 直子 新会員

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■司会進行

SAA 花原会員

■ロータリー・ソング

SAA 田中会員

■来賓紹介
SAA 中川会員
本日の卓話ゲスト
国土交通省 近畿地方整備局
企画部 技術企画官 岡 良 様
建設専門官 宮井 達也 様
広域計画課 地方計画第二係長 黒川 文宏 様
大阪東ＲＣ
能勢 孝一 様
■出席者報告
第 1331 回例会
会員数 34 名
出席数 28 名

SAA 花原 会員
2013 年 7 月 17 日
出席率 88.24％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1330 回例会（7/10）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 88.24%
7/13 松本（正）会員
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長 横山

洋一郎

2013.7.17

皆さんこんにちは
は、どんな子だろうと少し調べてみますと、御稚児さんの選
昨日行われました、今年度最初の事業上七軒歌舞練場ビ 定は、「公式には一般公募で長刀町在住か関係のある家
アガーデンにメンバー１７名・奥様方９名総勢２６名の多数 で、過去１年間に不幸がなく８歳から１０歳の男の子」祇園
の参加をいただきありがとうございました。当日は、祇園祭 祭の組織委員会みたいなところではなく長刀鉾保存会で
りの宵々々山の前日ということもあり、京都の町は、普段と 非公開にて選ばれ、長刀町と養子縁組を行い町の名士と
は違った、雅な雰囲気で楽しませていただきました。
なり始めて御稚児さんになる。
当日設営していただきました、田中親睦委員長はじめ親
睦委員会のみなさまお疲れ様でした、これから一年間よろ 今年の御稚児（おちご）さんは、
しくお願いいたします。
白井大督（だいすけ）君 10 歳（同志社小４）
また、横田会員・武市会員には、新大阪 RC に入会して初 医療用酸素製造販売会社社長の次男 長男は２年前勤
めての行事だったと思います。楽しんでいただけたでしょう められた。
か、また、クラブの統率の取れた、団結力を感じていただ 禿（かむろ：稚児の家来）が２名で
けたと思います。これからもいろいろな事業がありますので、 山代悠史（ゆうし）君 ９歳（同志社小４）
できる限りご出席していただき、早くクラブに慣れていただ 印刷会社社長の長男
けることを期待いたします。
宇野慎一郎（しんいちろう）君 ８歳（同志社小３年）
茶道具販売会社社長の長男
ここで祇園祭りについて少しお話をさせていただきます。
祇園祭りは
選ばれたことによる祭りに対しての直接的な家族の負担は
７月１日の吉符入（きっぷいり）町内会の打合せで始まり
ないと言われておりますが、祭りの１ヶ月間、お母さんは息
7 月 14 日～16 日の宵々々山・宵々山・宵山
子に触れることはもとより直接会話することもできませんの
7 月 17 日の昼に行われる山鉾巡行で、３２基の山鉾と大船 で、学校への送迎はもとより身の回りの世話はすべてお父
鉾の唐櫃（からびつ）が都大路を進み、夜の部の神輿渡御 さんが行います。
（みこししんよ）・神幸祭（じんこうさい）でクライマックスを向 また、息子が正五位（大名と同格）の位を頂くわけですから
かえ。
儀式や来客者の訪問や挨拶回りなどで奥さんが用意する
７月 31 日の疫神社（やく じんじゃ）の夏越祓（なごしのはら 着物や訪問着の費用だけで、昔は出入りの呉服屋さんが
え）で終わる１ヶ月にもわたる祭りだそうです。
１年暮らしていけたそうです。現在ではそれほどでもないに
長刀鉾（なぎなた）の御稚児（おちご）さんに選ばれるの
しても俗的な推測ですが、間接的な家族の負担は大変な
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
額になると推測できます。

■幹事報告

■東日本大震災義援金報告

７月１７日

５，０００円

生尾会員、松川会員、山本会員、横田会員、
横山会員

米

山

ボ

ク

・事務局早退のお知らせ：明後日７月１９日（金）は学校
懇談会のため１５時で早退させて頂きます。ご迷惑をお
掛けしますが、よろしくお願いします。１５時以降ご用が
ありましたら、幹事までご連絡下さい。

ス

生尾会員、松川会員、山本会員、横山会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

・地区内ロータリークラブより例会休会・変更のお知らせ
が届いておりますので回覧します。

・大輪ゴルフ大会の参加申込書を本日も回覧します。ご
参加可能な方はご記入ください。

5,000 円
18,000 円

ッ

北野 克美

・先日配布しました２０１２年度地区大会記録誌に誤植
があった旨、お詫びと訂正文書が届きました。文書を
回覧します。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

幹事

4,000 円
15,000 円

報

委

告
菅本 会員

員

■会報小委員会

会

報

告

村木 茂 委員長

今年度、会報委員会は会員の皆様方から新大阪ロータリ
ークラブの今と将来について、御意見をいただくことに致し
ました。例会場の受付けに、提言箱を置いておりますので、
是非、皆様の「御提言」を投函していただくようお願いしま
す。尚、締切りは８月末日です。９月初旬に開封し、直ちに
会報に掲載する予定です。御協力お願いします。
■親睦活動小委員会
ビアガーデン楽しかったです。北野
幹事、田中委員長ありがとうございま
した。
田中会員 上七軒ビアガーデンではお疲れ様で
した。不慣れな幹事役で申し訳ありま
せんでした。
花原会員 上七軒での楽しい夕べを有難うござ
いました。
久富会員 暑い暑い夏。楽しんでいます。感謝
の６５才でした。
松本（圭）会員 上七軒でお世話になりました。楽
しかったです。
森田会員 前回欠席のお詫び。
山路会員 前回欠席のお詫び。
山本会員 今年も半年が過ぎました。ほんとに１
年過ぎるのは早い。去年もこんなこと
を書いたような気がします。
横田会員 場違いに足を踏み入れたような？目
標は、今年一杯を先ず、無難に。

田中 宏 委員長

生尾会員

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

インフォーマルミーティング開催の確認、
７月２３日（火） テーブルリーダー村木会員、書記久富会
員、会計湯浅会員。７月２４日（水） テーブルリーダー大
石会員、書記中川会員、会計植田会員を報告。
書記は議事録の作成をお願いする。
■会員増強小委員会
クラブ研修リーダー

松川 雅典 委員長
吉田 正則 委員長

８月７日（水）午後６時３０分から弁護士法人淀屋橋・山上
合同で第１回委員会を開きます。
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
９月１１日（水）の公開卓話、皆様のお知り合いにＦＡＸして
同伴願います。

卓

少、ゴミの増加、水質汚濁の進行など、大阪湾の環境は悪
化しました。
２．大阪湾再生行動計画について
このような大阪湾の環境の悪化に対し、2003 年、行政を
中心とした「大阪湾再生推進会議」を設置し、翌年（2004
年）には「大阪湾再生行動計画」（以下「再生行動計画」を
策定し、その再生に向けた取り組みを開始しました。
再生行動計画の計画期間は１０年で、本年度が最終年
度となります。
再生行動計画の推進にあたり、その目標とし、「森・川・
海のネットワークを通じて、美しく親しみやすい豊かな『魚
庭（なにわ）の海』を回復し、京阪神都市圏として市民が誇
りうる『大阪湾』を創出する。」を掲げ、3 つの柱（①陸域負
荷削減の推進②海域での環境改善対策の推進③大阪湾
再生のためのモニタリング）に基づき、関係機関をはじめ、
多様な主体と連携し、広域的に再生に向けた取り組みを
進めています。

話

３．多様な主体との連携による大阪湾再生の取り組みの紹
介
行政機関を中心とした主な取り組みとして、陸域では下
水道事業や河川浄化事業等を実施するとともに、森林整
備の実施など、森・川・海の各地域で企業、市民など多様
な主体との連携による取り組みを行っています。
淀川流域、大和川流域では、「淀川“わんど”クリーン作
戦」、「天然アユ産卵場づくり」をはじめとした河川清掃、環
境学習会など、一般市民との協働による取り組みが多く行
われています。
「生き物一斉調査」は、大阪湾沿岸に生息する生き物に
関する市民参画によるモニタリング調査になります。平成２
４年度まで通算５回開催していますが、平成 24 年度の参
加者は約 1,300 名で、多くの小学生が参加しています。
また、「大阪湾再生水質一斉調査」では、国、沿岸府県と
臨海部の事業者・企業などとの連携により、簡易水質調査
キットを用い、8 月上旬を中心に河川も含め約 500 地点で、
一斉に水質調査を行っています。
さらに、再生行動計画の１０年目を迎える 2012～2013 年
にかけては、これまでの連携・協働を中心とした取り組み
の集大成として「大阪湾 Years2012-2013」と題し、NPO、学
識者、研究機関、水族館・博物館と連携し、連携企画展
（「大阪湾」をテーマにした博物館、水族館などの連携企
画）、シンポジウム、ワークショップの開催を行っています。
１．大阪湾の概要
大阪湾は、明石海峡～紀淡海峡の陸地と淡路島に囲ま 本取り組みを通じ、大阪湾再生の取り組みの活性化させ、
れた閉鎖性海域（1,450km2）です。大阪湾に流入する河 次期再生行動計画に繋げていきます。
川の流域には約 1,500 万人の人々が生活を営んでおり、
４．大阪湾の水環境の現状と課題
その生活排水等が大阪湾へ流入しています。
現在の大阪湾の水環境は、生き物の棲みやすさの指標
大阪湾には、昭和初期まで浅場や自然海岸が広く分布
していました。しかし高度成長期には、埋め立てによる土 （DO）及び水のきれいさの指標（表層 COD、全窒素、全リ
地利用が進み、物流・生産機能の強化が図られ、日本の ン）で見ると、改善傾向にあるものの、夏季（6～8 月）にお
高度成長を大きく支えた反面、浅場・干潟等の大幅な減 いて、湾奥部で水質が比較的汚濁している状況です。
「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
企画部 建設専門官
宮井 達也 様
企画部広域計画課 地方計画第二係長
黒川 文宏 様

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
大阪湾は、自然海浜、干潟が特に少ないことからも『魚
庭（なにわ）の海』を目指し、継続し、取り組みを進める必
要があります。継続して取り組みを進める上で、団体・企業
をはじめとする多様な主体との連携を更に発展させ、継続
的な再生への取り組みに繋げる必要があります。
５．おわりに
今回ご説明させて頂きました「大阪湾再生」の趣旨にご
賛同頂き、是非とも新大阪ローターリークラブ様におかれ
ましても取り組みに積極的に参画して頂ければと考えてお
ります。
大阪湾再生推進会議
（国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術企画官
岡 良）

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ

本日のメニュー
～和食～
鰹のたたき

次回のプログラム

松茸 三ツ葉の生和え
丸茄子のつぼ焼き

第 1333 回例会／2013 年 8 月 7 日

冷やし鉢 冬瓜 鳴門若布

◆挨

鮎のコンフィー

拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）

◆国歌斉唱
◆ロータリーソング

ご飯 香物 味噌汁
オレンジゼリー

◆卓

「君が代」
「日も風も星も」

話

第１回クラブフォーラム
「親睦活動小委員会」
田中 宏 親睦委員長

次週７月３１日（水）は例会休会
です。次回は８月７日（水）です。

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

予定表

月

日
７

８

曜日

２４

水

２７

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

予定

時間他

第１３３２回 例会 「イニシエーションスピーチ」
インフォーマルミーティング（炉辺談話）第２日目

１９：００～大阪コロナホテル

土

大阪府立整肢学院夏祭り

１１時３０分現地集合

３１

水

例会休会

ＳＡＡ ＭＵ受付よろしくお願いします

７

水

第１３３３回 例会 第１回クラブフォーラム「親睦委員会」

１３：３０～ 定例理事会

第１回増強小委員会・研修委員会 １８：３０～

於 弁護士法人 淀屋橋・山上合同
ＭＵ受付なし 事務局１３～１６日休み

１４

水

例会休会

２１

水

第１３３４回 例会 第２回クラブフォーラム「会員増強 バズセッション」 １３：３０～絵画クラブレッスン
イラスト提供： イラスト わんパグ他
http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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・（C）ikoi・Miho´sロン
houseＤ・バートン
他
2013～14 年度 国際ロータリー会長

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

