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先週例会報告

第１０２４回例会 １月１５日

泉 佐 野 ３ ク ラ ブ 合 同 新 年 例 会
【例 会】 司 会 関西国際空港RC
SAA 新井昭人 君
点 鐘 関西国際空港RC 会長 髙橋信行 君
国歌斉唱 「君が代」 ピアノ伴奏：竹中 満里子 様
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「奉仕の理想」ﾋﾟｱﾉ伴奏：竹中 満里子 様
会長挨拶
泉佐野 RC 会長 安部川 信 様
りんくう泉佐野RC 会長 町谷 卓男 様
関西国際空港RC 会長 髙橋 信行 君
来賓挨拶 泉佐野市長
熊取町長
田尻町長

千代松 大耕 様
藤原 敏司 様
栗山 美政 様

ホストクラブ：
関西国際空港ロータリークラブ
於：ホテル日航関西空港
1 階「鶴の間」

【懇親会】乾杯発声挨拶 次回ホストクラブ
泉佐野RC 会長 安部川 信 様
エンターテイメント
ピアノ 谷口 徹 様
バイオリン 川口 葵子 様
コントラバス 巳崎 響介 様
お開き（閉会挨拶）
関西国際空港RC 副会長 田中 洋 君

泉佐野ロータリークラブ

会長

安部川

信 様

泉佐野ロータリーの安部川でございです。改めまして新年明けましておめでとうございます。
また、本日は泉佐野市の真瀬管理者さま、熊取町の藤原町長さま、田尻町の栗山町長さまにおかれましては、お忙しい中ご臨席賜り本当
にありがとうございます。さて、私、この場に立つ前に二つほどおやっと思ったことがございます。
一つは、本日は15日で松の内の最終日、朝、小豆粥を食べてこられた方も多いかと存じます。ただ昨日、お能の手ほどきの講座に参加し
た時に聞いた話ですが、関東の方では松の内は1月7日だそうです。話が少し脱線して恐縮ですが、これは徳川三代将軍家光公の亡くなら
れたのが4月20日で、それまで1月20日に行われていた鏡開きを月命日の20日を避け、1月11日したそうです。
その結果満月の小正月である15日の松の内も11日より前の7日となったようです。ただ、お膝元の江戸では徹底されましたが、大阪までは
届かず今に至るまでダブルスタンダードが続いているようです。2つ目は、先週、高橋会長とお会いした時にも少しお話したのですが、
本日の合同例会、今から3人の会長がご挨拶するのですが、話がかぶったりしないかと言う心配です。ただ、これも町谷会長も高橋会長も
キャラが立った方々であるし大丈夫だろうと言う事で二人納得した次第です。そこで、かぶらないようにお話すると、会長となりまして
約半年、会長の時間で何度かお話している事ですが、私の生涯の書に易経がございます。これは浅学な私の解釈で恐縮ですが、一言でい
いますと、中国4000年の歴史が詰まった人間の行動原理を示した書と言えます。また、それと同時に月が盈ちれば欠けるように世の中良
い事があれば悪い事もあるという変化の真理をも説いた書でもあります。例えば64卦ある卦1番目の乾の卦で言いますと、初爻の深く潜行
している龍がやがて姿を現し、頭角を現し最後の六爻にはこうあります。「亢龍悔有」と。物事昇りつめたら、あとは落ちるだけ、逆に
どん底の時は、それより下はないので上がって行くだけ。何が言いたいかと言いますと、昨年は地震や台風など災害に見舞われた年でし
た。皆さまのお宅も被害に合われたかと思います。また、私の勤務先でもある関空も皆さまにご協力とご心配をお掛けしましたが、復旧
もほぼ終わり、復興に向けて邁進しているところであります。という事で、先ほどの易経のお話のように苦あれば楽ありです。
今年こそ是非良い年でありますことを願って私の新年のご挨拶と致します。

りんくう泉佐野ロータリークラブ

会長

町谷 卓男 様

新年明けましておめでとうございます。すがすがしい新年を御迎えになられたこととお喜び申し上げます。
本日は、泉佐野市長代理(真瀬三智広様)、熊取町長(藤原敏司様)、田尻町長(栗山美政様)、ご来賓の方々、泉佐野ロータリークラブの
方々、関西国際空港ロータリークラブの方々、共にこの新年合同例会で、お会いできるのを心より嬉しく思っています。とりわけ、この
会の企画、運営をして下さいました高橋信行会長をはじめ関西国際空港ロータリークラブの方々には心より感謝申し上げます。新しい
年、そして新しい時代を迎えますが、日本は世界中で最も長く続いている国と言われています。
5月には今上天皇陛下が御譲位なされ元号も改元されます。私達りんくう泉佐野ロータリークラブの例会も、また本日で1500回を迎える
こととなりました。これもまた、ひとつの節目であります。年数で数えますと今年で満33年、これもひとえにこのクラブに関わり、支え
て戴いた、すべての方々のおかげによるところであります。
あらためて感謝を申し上げます。日本では、古くから「着眼大局、着手小局」「大局をみて、小局をなす」とよく言われますが、その解
釈や適応は無限となります。単純にロータリーに当てはめますと世界的視野に立って地元の視点で奉仕をさせて頂くと云うことです。
私達ロータリーは地元の人びとや団体と協力しながら地域に根ざして活動し、持続可能なより良い変化を目指しています。
本年も昨年同様ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いを申し上げます。
皆様方にとりまして、こぞってことほぐにふさわしい年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。

関西国際空港ロータリークラブ 会長

髙橋 信行 君

新年あけましておめでとうございます。ご来賓の皆様、ならびに泉佐野RC、りんくう泉佐野RCの皆様、本日はお忙しいところ
お越しいただき誠に有難うございます。さて、昨年、当クラブの忘年例会でご紹介させていただいた法被を本日もお持ち致しま
した。どういう法被かと申しますと、和歌山県の「熊野本宮大社」が昨年、創建2050年の節目を迎え、ホテル日航関西空港が
協議会のお手伝いをさせていただいた関係でいただいたものでございます。背中に「叶」という字が書かれておりますが、これ
は九鬼隆家宮司が希望した字、との事です。叶うという字は口辺にプラスと書きます。非常にポジティブな字で願いが「叶
う」。ところがこれに一本マイナスを入れると非常にネガティブな「吐(はく)」という字になります。弱音を吐くとか、思った
事が叶わない、というような意味になります。昨年その話を聞き、非常にいいな、と思いましたので、忘年例会でもお話したの
ですが、一つ付け加えさせていただきます。九鬼宮司が「2019年の一文字」をお書きになりました。
どのような字かといいますと、干支の亥にリと書いて「刻(きざむ）」。今年は皆様ご承知の通り「亥」年でございます。
亥は古来、神の使いであると言われていて、真っ直ぐに走って神のご真意を人々に伝える役割、と言われています。
日本神話に出て来るのですが、ヤマトタケルノミコトがお亡くなりになった所が伊吹山、そこに出てきたのが白い亥（山の神）
と言われています。何故今年は「刻」という字なのか。今年は5月にお代替わりがございます。時を刻む、歴史を刻む。平成と
いう年号が節目を迎え次の年号に変わっていく、という意味で本年は「刻（きざむ）」という字がふさわしいのでは、とおっ
しゃっていました。私も本当にぴったりだと思いましたので、新年のご挨拶としてご紹介させていただきました。
今期も残り半年ほどの会長任期となります。皆様には引き続き、ご指導ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
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来
泉佐野市長

賓

挨

拶

千代松 大耕 様（代理ご出席）泉佐野市水道事業管理者

真瀬 三智広 様

新年明けましておめでとうございます。
ロータリークラブ会員の皆様方におかれましては、輝かしい新春をお迎えのことと
お慶び申し上げます。平素は、それぞれのお立場から泉佐野市政に格別のご支援
ご協力をいただいておりますことに、厚くお礼申し上げます。
また、昨年は市制施行70周年ということで、様々な記念事業を実施するにあたり、
ロータリークラブ会員の皆様をはじめ、各種団体や関係の方々には多大なるご協力
を賜りましたことに、改めて感謝申し上げます。
この70周年記念の最後を締めくくる事業といたしまして「第59回全日本花いっぱい
泉佐野大会」が4月６日(土)エブノ泉の森ホールにおいて開催されます。
大会当日には沢山の花で全国から本市にお越しになる皆様をお迎えしたいと考えておりますので、
ロータリークラブの皆様方にもご来場をいただければ幸いであります。
さて、今年は平成最後の年、また新たな時代が幕をあける年となりましたが、大阪にとりましては万博の
開催に向け益々盛り上がりを見せていることに加え、９月にはラグビーワールドカップも開催されます。
このような大きなイベントに海外からも多くの方々が関西国際空港を通じて日本を訪れるものと考えられる
ことから、本市といたしましては「国際都市」としてインバウンドに対する受入環境の充実を図ってまいり
たいと考えております。多言語表記などの充実化を進めていくだけではなく、海外から訪れた方々に「日本
のすばらしさ」を堪能してもらうことも大切であり、その意味では、日本、そしてこの泉州、泉佐野に古く
から受け継がれてきた文化や伝統、そして歴史遺産等を海外から来られた方々にしっかりと発信していくこ
とも重要であります。そのため、現在作成中の泉佐野市第5次総合計画では、長年慣れ親しんだ「迎える
都」、「迎都(げいと)」を脱却し、関空を通じて訪れる海外からの人々を迎えるだけでなく、泉佐野市民が
関空を通じて大きく世界へ羽ばたこうという意味合いも込めて「国際都市」の文言を採用し、「世界に羽ば
たく国際都市 泉佐野 ―ひとを支え ひとを創り 賑わいを創る－」を将来像に設定したいと考えています。
最後に来月２日に「東京いずみさの会」を設立いたします。首都圏在住者が対象となり、郷土泉佐野を愛す
る人によるネットワークをつくり、交流を深めることや、情報を共有することを目的としています。
ロータリークラブの皆様方のご関係の方で首都圏在住者がいらっしゃる場合は、ぜひご紹介の程よろしく
お願いいたします。結びにあたり、ロータリークラブ会員の皆様方にとりまして、本年が幸多き素晴らしい
年となりますよう心よりお祈り申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

熊取町長

藤原 敏司 様

皆様、あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げ
ます。常日頃から明るく住みよい活力ある地域社会づくりに向け、各種の奉仕活動
を積極的に展開され、地域の発展に多大の貢献をいただいておりますことに対し、
深く敬意と感謝の意を表します。
また、平素より本町の行政運営に対しまして格別のご理解とご支援を賜り厚く御礼
申し上げます。平成３１年の年頭にあたりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。
まず、昨年を振り返りますと、日本全国が地震や台風など自然災害に見舞われた年
でございました。とりわけ本町では、9月の台風第21号により家屋の損壊や倒木、
長期間の停電など広範囲で被害を受けました。
経験したことのない災害に、常日頃からの備えの大切さを改めて再認識したところです。
さて、町行政におきましては、子どもの育ちをささえるまちづくりとして産婦健康診査事業・産後ケア事業
を開始したほか、快適な教育環境の提供として、町立全中学校に引き続き町立全小学校においてもエアコン
を設置したところです。にぎわいの創出に向けましては、「熊取らしい魅力」を備えた産品を町のブランド
としてＰＲするため、「くまとりやもん↑」ブランド認定制度をスタートし、６品を認定いたしました。
また、健康づくりの面では、健康を意識し、健やかな生活を送っていただく“きっかけ”づくりとして、
特定健診の受診や保健指導を受けることに対して表彰などを行う『めざせ！がっちり健幸』事業を開始した
ほか、住み慣れた地域で元気アップに取り組む拠点「タピオステーション」の運営には、株式会社よしもと
クリエイティブ・エージェンシーの協力によって、新たに若手芸人にも参画いただくなど、幅広い分野にお
いて取り組みを進めてまいりました。
本年は、台風第21号による被害を踏まえ、さらなる防災対策の強化を図り、安全・安心を誇れるまちづくり
に取り組むほか、『教育のまち・くまとり』の取り組みとして、学校トイレの洋式化を、国の補助金を活用
しながら計画的に進め、快適な教育環境を提供してまいります。

また、熊取駅西側におきましては、泉佐野市との協働事業の一環であるロータリー整備に向けて用地取得を
進めるとともに、東側では、株式会社スーパーホテルが2020年春の開業を目指していよいよホテルの建設に
着工する見込みでございます。
さらに、夏には、町内においてブルーベリー農園を開設し、その管理運営を行う方に対して農園の整備と運営
に必要な経費を補助することで、交流人口の増加やにぎわいの創出を図ってまいりたいと考えております。
熊取町の未来が明るくなりますよう、引き続き『住んでみたい 住んでよかった ともにつくる“やすらぎ”
と“ほほえみ”のまち』の実現に向けて、引き続き全力で取り組んでまいりますので、ぜひ皆様のお力を本町
にお貸しくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
最後に、３ロータリークラブの今後益々のご発展と本日ご臨席の皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し
上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

田尻町長

栗山 美政 様

皆さんあけましておめでとうございます。田尻町長の栗山でございます。
本日は、お捐きに預かり ありがとうございます。
また、日頃は田尻町の行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
5月に改元<今年は節目の年>
たじり130年。明治22年に吉見村+嘉祥寺村=田尻村
泉佐野市と共同でコミバスの運行を開始 北公園広場…着工、田尻の新しい名所に。
私ごとですが…亥年私も年男です。昨年の台風21号では…大きな被害。
しかし、田尻の人情の豊かさを再認識 …どんな組織にも両面。
田尻町の良さを見つめなおししっかり守っていく。時代に合わなくなっている所
は、見直して修正していく。守つていかなければならない事と変えていかねばならない事をしっかり見極め
これから、130年先を見つめたまちづくり。
今年の節目の年…職員スローガン「不易流行」気持ちも新たに、職務に取り組んでまいります。
地球人口=75億人、日本の人口=1億2000万人、大阪府の人口=800万人
今まで地球上で生まれた人間は、どれくらいの数になるのでしょう?
アーサークラーク著「2001年宇宙の旅」の一節。
時のあけぼの以来、およそ1000億人の人間が地球上に足跡を印した。田尻の人口=8700人
同じ田尻に住んでいる、同じ時代に生きている、≪一期一会 ≫
「たじり8000人の大家族」お互いが励まし合いながら、「この町に住んでよかった」と実感し、生活できる
町づくりを目指して、今年も頑張ってまいりたいと思つています。
「たじり130年」「新しい元号」「初めてのG20が大阪で開催」「選挙」色んな意味で大きな節。
それぞれの人生を振り返った時「人生の句読点Jと呼べそうな出来事が数多くある。
終戦、東京オリンピック、大阪万博、昭和→平成、阪神淡路大震災、関空開港、東日本大震災
そして平成→新しい元号…私が何歳のころだったな…。いつか句読点を振り返る日が来るだろう。
その時に、2019年が良い思い出としてよみがえれば嬉しいことです。
みんなが、日本の風土・精神を大切にし、そういう意識を持って周りの人に接すれば、もっと住みやすい町に
なるし、田尻の町も愛される安全な町に…。
最後になりましたが、今年1年、皆様方のご健康と幸せを願い、また、歴史の大きな節目となる2019年が皆様
にとって実り多き年になりますようご祈念申し上げ、私の拙い話を開めさせていただきます。

新 年 例 会 ・ 懇 親 会

於：ホテル日航関西空港1階「鶴の間」 1月15日(火)18時30分～

【例会】18：30～
司会 関西国際空港 RC SAA 新井 昭人 君
点鐘 関西国際空港 RC 会長 髙橋 信行 君
国歌「君が代」 ピアノ伴奏 竹中 満里子 様
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「奉仕の理想」ﾋﾟｱﾉ伴奏 竹中 満里子 様
会長挨拶
泉佐野RC
会長 安部川 信 様
りんくう泉佐野RC会長 町谷 卓男 様
関西国際空港RC 会長 髙橋 信行 君
来賓挨拶 泉佐野市長 千代松 大耕 様 代理ご出席
泉佐野市水道事業管理者 真瀬 三智広 様
熊取町長
藤原 敏司 様
田尻町長
栗山 美政 様
点鐘 関西国際空港 RC 会長 髙橋 信行 君

【懇親会】19：00～
司会 関西国際空港 RC 副会長 山下 浩三 君
乾杯発声（挨拶）
次回ホストクラブ 泉佐野RC 会長 安部川 信 様
エンターテイメント
ピアノ 谷口
徹 様
バイオリン 川口 葵子 様
コントラバス 巳崎 響介 様
お開き（閉会挨拶）
関西国際空港 RC 副会長 田中 洋 君
ロータリーソング 「手に手つないで」
ﾋﾟｱﾉ伴奏 竹中 満里子様

