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泉佐野RC会長  

岡本 和三 君 

りんくう泉佐野RC会長 

 大野 智史 君 

関西国際空港RC会長 

 昼馬 義宏 君 

クリスマス忘年例会お写真続き… 

先 週 例 会 報 告 泉 佐 野 ３ ク ラ ブ 合 同 新 年 例 会 

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

りんくう泉佐野ロータリークラブ 会長 大野 智史 君 

【例 会】 司  会 大山元康君  ピアノ伴奏：佐藤美秋様 

      点   鐘  泉佐野RC   会長 岡本和三君 

     国歌斉唱 「君が代」  ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「奉仕の理想」 
 

 会長挨拶  りんくう泉佐野RC 会長 大野智史君 

             関西国際空港RC 会長  昼馬義宏君 

                   泉佐野RC 会長  岡本和三君   
 

 来賓挨拶 泉佐野市長   千代松 大耕 様 

            熊取町長    中尾 清彦 様  

       田尻町長    栗山 美政 様 

 【懇親会】乾杯発声挨拶 次回ホストクラブ 

          りんくう泉佐野RC 会長 大野智史君 
 

          LIVE ビートルズナイト 

         John lemon & his friends 
                  

     お開き（閉会挨拶） 

         泉佐野RC 会長エレクト 谷口文彦 君 

         ロータリーソング 「手に手つないで」  

皆様、新年明けましておめでとうございます。 

本日は泉佐野市長 千代松大耕様、熊取町副町長 中尾清彦様、田尻町長 栗山美政様、新年のお忙しい中３クラブ合同新年例会

にご出席いただき誠にありがとうございます。ホストを引き受けていただきました泉佐野ロータリークラブの皆様には心より感

謝申し上げます。さて、年号も平成から令和に変わり、初めての新年を迎え、皆様におかれましては良い年を迎えられたことと

お喜び申し上げます。この2020年、いよいよ東京オリンピックが開催されます。 

まだまだ課題は残されていますが、日本国中が元気になるような素晴らしいオリンピックになることを期待しております。 

大阪においては、2025年万博が開催されＩＲ（カジノ）誘致も候補にあがっており、かなりの経済効果が期待されております。

泉佐野市においては、去年スケート場（関空アイスアリーナ）もオープンされ、このスケート場から未来のオリンピック選手が

誕生することを楽しみにしております。ここ数年、外国人観光客の増加で、この地域にも宿泊施設がかなり増え、受け入れ体制

も整いつつあります。関西国際空港では2025年万博開催に合わせて大規模リニューアル工事を予定していると聞いております。

関西国際空港のあるこの地域が、大阪をもっともっとリードし、ますますこの地域が元気になれるように期待しております。 

当クラブも来期で35周年を迎えます。活動としては、長年引き継いできた地域活動を中心に活動し、ロータリークラブのＰＲに

なるように進めていきたいと思っております。 

そうする事で課題である会員増強にもつながるのではないかと考えております。 

本年もりんくう泉佐野ロータリークラブに、変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。最後に、ご出席の皆様の益々のご

活躍とご家族のご健康を願いまして、簡単ではございますが新年の挨拶とさせていただきます。 

新年あけましておめでとうございます。旧年中は会員の皆さまには何かと大変お世話になり、どうも有難うございました。 

今年はねずみ年。十干（じっかん）と十二支の組み合わせでいくと庚子（かのえね）。この組み合わせは60年ごとに元に戻りま

す。今年は2020年ですから計算し易くて1回前の庚子は60年前の1960年、2回前は1900年、もう5回、300年遡ると1600年というこ

とで、安倍首相は新年の挨拶で、関ヶ原の戦いに言及し「やるべき時にはしっかり決断し、新しい時代を切り開く必要がある」

と強調したらしいです。7回も遡らずとも私は1回だけ遡りたいと思うのですが、1960年、安保闘争があった年ですが、この年、

初めて総務省で日本標準職業分類というものが設定されました。これは現在もあって、国勢調査等に使用されているようです。 

それを見ると、現在では無くなった職業が一杯あります。どんな職業があったか？ 

技術が進化して無くなったものとして「蒸気機関士」「電話交換手」「タイピスト」「出札掛」「踏切番」「せん孔機械操作

員」「そろばん計算手」「テレタイプ操作手」「ブラウン管製造工」「リヤカー組立工」「塩田労働者」「飛脚夫」など。 

当時は必要とされていたのでしょうが、今となっては不要となった職業「野犬捕獲人」「ひる治療師」「煙草ひろい」「ぼた捨

て人夫」「南京虫駆除人」「いなごとり」など。他にもいろいろよくわからない職業がありました。「マージャン教師」「ビン

ゴゲームアナウンサー」「みどりのおばさん」。お風呂関係では、「番台」「三助」「ミストルコ」。 

「娯楽場用心棒」という職業もあったようで…どんな業務をされていたのでしょう。 

ロータリーの職業分類にも「マージャン教師」や「娯楽場用心棒」などがあったら面白いですが、まあ無いでしょう。 

また次の60年後、職業はどう変わっているでしょうか？技術はどんどん進んでいます。 

例えば、今年の春からサービス開始が予定している次世代ネットワークの「５Ｇ」。グーグルが世界で初めて実証した「量子コ

ンピュータ」。それと「ＡＩ」。これらによって、もっと激変しているかもしれません。ＡＩで無くなる仕事、というのがよく

言われますが、「昔は税金の計算を人がやってたんやて、遅かったやろな～」みたいなことになるかもしれません。ここに出席

されている方のうち、何人かの職業が無くなっているかもしれません。とはいえ、恐らくここにおられる方の殆どは、もう既に

逃げ切っておられる世代で、そんな先の事、60年先などどうでもええわ～という感じかもしれません。私もそれにちょっと近い

ですが、一応元ＳＥ、ＩＴコンサルですので、技術的な進歩にはついて行って、なんとか生き残っていきたいと思います。大層

なことを言いましたが、私の今年の抱負なのですが、特に無くて、ただ今年１年大過なく終わることができれば…、ロータリー

会長という立場からすれば、残り半年を無事終わることができれば、という消極的なものですので、昨年同様ご協力ご支援をい

ただければ、もうそれで充分ですので、よろしくお願いします。 

ただそれだけですとあまり夢が無いので…ちょっとだけプラスアルファをすると…、ゴルフ。 

昨年の南輪会では岡本会長、大野会長と同じ組で回らせていただき、大変足手まといになったかと思います。 

今年はブービーメーカー脱出を目指して頑張りたいと思います。けど、もうホストクラブではないし、秋には会長でもないの

で、多分欠席かな、と小声で言っておきます。 

それでは、令和2年、皆様のますますのご活躍を祈念して、結びとさせていただきます。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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泉佐野ロータリークラブ 会長 岡本 和三 君 

来 賓 挨 拶 

泉佐野市長 千代松 大耕 様 

熊取町長 藤原 敏司 様 代理 熊取町副町長 中尾 清彦 様 

新年明けましておめでとうございます。2020年の新春を迎え、本日ご参会の皆様におかれましては素晴らしい年の初めをお迎え

になられたこととお慶び申し上げます。また本日は泉佐野市長 千代松大耕様、熊取町副町長 中尾清彦様、田尻町長 栗山美政

様、御公務ご多用の中ご臨席を賜り誠に有難うございます。 

さて、昨年のロータリーを振り返りますと、私が注目する大きな出来事がありました。ロータリーが取り組む最重点課題である

「ポリオ根絶」がまた一歩前進したことが、暮れの12月に報じられたことです。皆様、ポリオはご存知ですよね、「小児麻痺」

のことです。(日本でも1960年頃大流行し、後遺症に苦しむ子供たちのことを私の世代は覚えています。現在は4種混合ワクチン

に入っていて、日本での発症はありません。) 昨年10月、３種類ある野生型ポリオウイルスの内２種類が世界から根絶されたこ

とが確認されました。また、アフリカのナイジェリアが、2016年以降発症が確認されていません。この結果ポリオが発症してい

る国は、パキスタン、アフガニスタンの２ヶ国のみになりました。99.9%以上撲滅されたと言われますが、ウイルスとの闘いは

「根絶」が必要で、11月に中東のアブダビで「ポリオ根絶戦略計画」フォーラムが開催され、国連、各国政府、ポリオ根絶推進

パートナー、民間団体が集まり2019-2023年の間に2,823億円の拠出を約定しました。(国際ロータリーと、ロータリーと歩調を合

わせるビル&メリンダ・ゲイツ財団でこの内の1,332億円を拠出します。） 

パキスタン、アフガニスタンでの発症撲滅と、必要な地域へのワクチン投与が継続されます。世界の子供たちをポリオから守る

活動がこれからも続きます。わたくし達も微々たるものですが、この活動に参画しています。世界での良いことに役立っている

ことを誇りたいと思い、報告させて頂きました。本年もロータリーの理念であります『奉仕』を通じ、職業、地域、社会に少し

でも貢献できるよう努めてまいります。皆様のご理解とご協力を引き続きお願い申し上げます。 

「子年」は、全ての始まり、可能性のある未来に向かって伸びる年と言われます。そして、国際ロータリーのテーマは「世界を

つなぐ」です。私たち３クラブは、関西国際空港を擁し、世界とつながる窓口として未来に向かっています。 

皆様方の益々のご隆昌を祈念しまして挨拶とさせていただきます。 

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。 

昨年は５月に今上陛下がご即位され、「令和」の時代が始まり、そして初めての正月を迎えました。 

また今年は子年、十二支の始まりの年であり、まさに新しい時代の幕開けとなる節目の年になります。そのような中、 

東京2020オリンピック・パラリンピックが開催される本年、泉佐野市も4月15日の聖火リレーに加えモンゴル国のマラソン

競技、ウガンダ共和国の中長距離以外のナショナルチームのホストタウンとして、様々な事業で東京オリンピック・パラ

リンピックを大いに盛り上げてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

さて、戦国時代の約500年前に、長崎県五島列島まで漁に出ていた佐野浦の漁師は、五島家の殿様の船が難破しているのを

助け、そのご褒美として五島列島での漁業権をいただき、五島列島に移り住むようになりました。 

また、安土桃山時代の約400年前に、佐野浦の漁師が文禄・慶長の役において、水先案内人、また食料の補給などを務めた

手柄として、長崎県対馬の漁業権を豊臣秀吉からいただきました。江戸時代前期の約300年前、徳川家の幕政に馴染めない

大阪の旧豊臣家の家臣を中心とした人々が、新天地を求めて豊臣家と懇意であった島津家の薩摩に旅立ちました。 

佐野浦から千石船で出航し、現在の大崎町野方地区に移住し、多くの土地を開墾しました。江戸時代中期から幕末にかけ

ては、豪商食野家が本市を拠点としながら廻船業、大名貸しなどで巨額の富を築きました。船や航海の技術が現代とは比

べものにならない中、夢を抱きながら新天地を求めて、荒波を乗り越えていった私たちの先人は、すごい勇気とバイタリ

ティを持っていたと誇りに思います。この先人たちのＤＮＡは現在の泉佐野にも色濃く受け継がれていると考えます。 

私たちのまちの対岸には、関西国際空港があり、2019年の総旅客者数では3,000万人を初めて突破しました。 

さらに大きな世界へ夢と希望を抱き、佐野浦から出航していった先人たちのように、現在の私たちも関空を通じて、より

大きな夢を描く泉佐野市民が、より大きな舞台で活躍する、第５次総合計画の将来像、「世界へ羽ばたく国際都市いずみ

さの 人を支え、人を創り、賑わいを創る」に向けて大きな一歩を踏み出す一年にして参りたいと考えます。 

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。 

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。 

令和２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、５月に元号が「令和」へ改まる、時代の大きな転換期を迎えるとともに、ラグビーワール

ドカップ２０１９では日本代表チームが決勝トーナメントに勝ち進み、国民が一丸となって応援するなど、日本中が大い

に盛り上がったことは皆様方も記憶に新しいところかと存じます。 

一方で、８月の九州北部豪雨、関東や東北地方を襲った９月の台風第１５号、１０月の台風第１９号では、広範囲かつ長

期間にわたる停電の発生や河川の氾濫による市街地の大規模な浸水など、日本各地に大きな被害をもたらした1年でもあり

ました。本年につきましては、夏に、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本中が再びスポーツで熱くなる

ことに、私も今から大いに楽しみにしているところです。 
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田尻町長 栗山 美政 様 

さて、本町では、昨年を「防災元年」と位置づけまして、「防災基金」の創設や防災士１００人の育成、自主防災マニュ

アルの作成など、災害への備えを強化するとともに、教育分野におきましては、スクール・ソーシャル・ワーカーの全小

学校区への配置を完了するなど、未来への投資も着実に進めてまいりました。 

加えて、全国「ため池１００選」にも選ばれました「長池オアシス公園」のリニューアルを開始するなど、まちの整備に

も鋭意取り組んできたところでございます。 

本年につきましては、交流人口の増加と新たな特産品の開発として整備を進めてまいりましたブルーベリー農園「和田山

Berry Park」が、この夏にオープンを迎えるなど、まちのさらなる変化が期待されます。 

本町の未来がより明るいものとなりますよう、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、取り組んでまいりますので、ぜひ皆様方のお力を本町にお貸しいただけますよ

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。 

今年の年末&年始は、カレンダー巡りがよく、例年より長く休ませていただきました。 

正月というのは、あまり 忙しくない方がいい。 のんびりと3日で1日ぐらいの感覚で過ごすのがいい。  

元旦は女房と新年を祝い、元日の午後はゆるりと酒を飲み、2日&3日と子や孫、仲間たちが挨拶にやってくる。  

その間、昼も夜もなく酒を飲み、箱根駅伝のテレビをつけっぱなしで うとうとするのも心地よい。  

正月はいつも昼寝に最適な時間である。食べ物を目にほお張りながら、庭木を眺めばんやり過ごしている。  

「人生100年」といわれる時代。もう少し時間を楽しめるのだろう。昨年のラグビーワールドカップは、素晴らしい盛り

上がりだつた。 今年2020年、東京オリ・パラで世界中の皆様を出向かえることになる。 

楽しみは尽きないものです。 

走り続ける日々は、まだまだ続いていくけれど、過ぎ去った日々を振り返り、新しい1年を思う 。  

そんなのんびりとした正月、最高のひと時でした。皆さん方の中にも、同じような正月を過ごされた方も、いらっしゃっ

たのではないでしょうか。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。 

選挙も終え 、ゆったりとした気分で正月を過ごさせていただきました。今年もお招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。 

私事で恐縮ですが、昨年11月の田尻町長選挙で再選させていただきまし た。 

その節には、ロータリーの皆様にも大変お力添えをいただき、この場をお借りして感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

その折に、田尻町を「品格あるまち」にしていきたい… と訴えました。12月の議会で、「品格あるまち、とはどういう 

町ですか ?」という質問を受けました。 一言でいうと、ロ ータリアンのような方が一杯いっしゃる町。 

戦後、食べるものがなかつた時代から…経済成長を遂げ、生活の質も向上しました。 

住むのなら、こういう町がいい…こんな町に住んでみたい。街並みが整理され、みどり豊かな街路樹、生活している人は

教養を感じさせる、自分の事だけでなく、他人の事もしつかり考えて行動できる人たち。 

そんな人たちが集うまち… 品格あるまち。 

みどり豊かな景観整備などを促進することによる、まちづくりを進めてまいります。 

昨年の年間出生数が、年間90万人を割り 込み過去最少となり まし た。 死亡者数は137万人で、戦後最多。 

その差、自然減は51万人となり、毎年鳥取県に匹敵する人口が減っていく。これから少子高齢化がどんどん進み、大阪府

でも2045年 (25年後 ) には、880万→733万 になると 推計されています。  

大阪府内では全市町村で減少、特に泉南地区では、減少率が高いとされています。 人口は減る。 

特に、若年層や子どもたちの減少は著しい…。 

こういった時代を迎え、どのような「まちづくり」を目指すのか ? のんびりと、ゆつたりとした気分で生活できる品格

あるまち、そういう まちづくりを目指す…という思いで、今年も取り組んでまいる所存です。 

ふるさと大好き、たじり大好き…。 まちの風土・文化を大切にする、そういう気持ちで周りの人に接すれば、もつと住

みやすい町になるし、住んでみたい町になる…。 と信じています。 

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、令和2年が皆様にとつて実り多き年になりますよう

ご祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。 

泉佐野市長 千代松 大耕 様 熊取町副町長 中尾 清彦 様 田尻町長 栗山 美政 様 


