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2015年 1月 30日(金)第 1647回 

卓 話 「 熱い志
こころ

で堺に夢を 」 

卓話者  木畑 匡 様 

紹介者  城岡 陽志 会員 

今週の歌「日も風も星も」 

「夜明けのうた」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

会長の時間 
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2015年 2月 6日 第 1647号 

四つのテスト 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 

本日の例会 

 

時間 

 

 2015年 2月 6日(金)第 1648回 

会 員 総 会 

「クラブ細則改正（案）」 

卓 話 「 国際奉仕フォーラム」 

卓話者  嶽盛 和三 国際奉仕委員長 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

「バースディソング」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○会員・奥様誕生祝い（２月度） 

 山中喜八郎会員( 7日)  藤永 誉会員(14日) 

 池永隆昭会員(14日)  辰 正博会員(23日)  

池田茂雄会員(26日)   

笹山 恭子様( 2日) 

○結婚記念祝い（２月度） 

 該当者なし 

 

 2015年 2月 13日(金)第 1649回 

「第 2回クラブアッセンブリー」 

各委員会委員長 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜１月３０日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           32名 

出席会員           21名 

欠席会員            11名 

ビジター            0名 

ゲスト           0名      

12月 12日(金)の出席率   75.76％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓    話  

 

「熱い志で堺に夢を！～変わりつつある地方政治～」  

堺市議会議員 木畑ただし様  

 

１．地方議員のお仕事  

地方分権一括法の施行以降、地方議会の役割は年々高まっている。昔は国が決めた方向

性に従っていればよかったが、自治体が独自で取り組める事業の裁量が広がった。堺市

は同じ時期に政令指定都市にも昇格したので、この傾向が一層強まっている。二元代表

制とは日本の地方議会の政策決定過程を表すために行政学者が最近できた言葉でもある。

この二元代表制における市長の権限は、直接市民から選ばれた上に、自分で議会に予算

案や条例案を提出できるという点が、見方によっては法律を直接議会に提案できないア

メリカ大統領より強い。しかも自治体が独自で使えるお金も増えていく中で、このよう

な時代に強い市長に対抗して市民の声を届けていくためには、同様に強い議会を創って

いく必要があると考える。 

２．地方議会のこれから  

議会改革の方向性とは前述したような方向で考えるべきである。実は昨年、堺市議会に

とってうれしいニュースがあった。堺市議会は早稲田大学のマニフェスト研究所が毎年

発表する議会改革度ランキングで、全国調査対象になった 1444 自治体のなかで、堂々

の全国３位に選出をされた。私も堺市議会に設置された「議会力向上会議」のメンバー

としてこの改革の議論に加わっていたので、我が事のようにうれしい。議員も昔は兼業

でもよかったかもしれないが、これからの強い議会を育てていくためには、それぞれの

分野のプロフェッショナルが求められてくると考える。政治のプロというと少し聞こえ

が悪いが、政策のプロ、予算編成のプロは新しい時代の議会に必ず必要である。秘書時

代の陳情要望審査で法律や条例は生活と不可分であるという事を学んだ。この経験を活

かして、堺市民の声なき声をしっかりと形にしていく、またそれを迅速に報告できる議

会活動に邁進していきたい。  

３．明日へ向かっての道筋 ☆堺を例にとれば 

日本が抱えている最も大きな問題は少子化と高齢化である。社会保障制度だけでなく、

右肩上がりの経済を前提に作られてきたすべての行政行為について影響を与える。堺市

においても、昨年発表された中長期の財政収支見通しを参考にすると、１０年後から大

幅に税収は減少する恐れがある。また、同じ時期に高度成長時に一気に整備をしたハコ

モノをはじめとした、道路や橋梁、上下水道管などの生活インフラの更新時期が重なる。

今の行政サービスを維持しようとするならば、これは堺に限った話ではないが、大変厳

しい時代が訪れる。もちろん様々な人口誘導施策で人口維持に努めなければならないが、

あれもこれもの予算の分捕り合戦から、あれかこれかのしっかりとプライオリティーを

付けたメリハリの利いた予算編成に徐々に移行していかねばならない。この時に、その

取捨選択に正当性を与える、市民の理解に力を尽くすことができるのは、実は議会だけ

である。私は現在の議会においても、このような厳しい時代を見越して、新しい事業の

予算をお願いするときには、一方で同額とまではいかないが、収入が見込める提案を必

ずすることにしている。行政の無駄を見つけて指摘するのも一つの方法だが、堺市とし
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委 員 会 報 告 

会長の時間 

て稼げる事業を提案することも大切である。 

例えば、堺市の観光振興に使われる予算はハコモノを除けば、5 億円程度。一方で、堺

市のビジターが落としていくお金は約 280億円。このように観光というのは非常に費用

対効果の良い自治体の取り組みである。だからこそ日本全国すべての自治体が、現在、

一生懸命地域のＰＲに努めている。だからこそ、堺市においてもこの競争に勝ち残る観

光振興施策が求められる。その起爆剤が世界遺産登録であると考える。しかし、大阪の

オリンピック誘致のように行政だけが盛り上がって市民が置いてけぼりにならないよ

う、皆さんにも是非一緒に盛り上がって頂きたい！ 

 

                          

 

 

「後藤健二氏のこと」 

会 長 山ノ内修一 

 

いつもこの時間に何を話そうかと思うのですが、今週はイスラム国に拘束されている

後藤健二氏のことが気になって仕方ありませんでした。 

 当初、「身代金２億ドルを払え」という要求がここへ来て、「ヨルダンの死刑囚との交

換」という内容に変わってきています。 

 湯川遥菜氏はすでに殺害されました。なんともひどい残虐な殺され方でした。何とか

後藤氏は無事に解放され、帰国できることを願ってやみません。 

 解放のために要求を呑めば「テロに屈した」となりますし、「テロに屈しない」と言い

張れば殺害されるでしょうし・・・むずかしい判断を迫れられたものです。 

 新聞の報道等では後藤氏はフリーのジャーナリストで、主に紛争地帯の子どもたちに

焦点をあてた取材を使命感を持って行なっていたようです。またクリスチャンでもあっ

たようです。 

 いかなる理由があろうとこういうことが許されるわけはありません。無事に解放され

ることを祈りたいと思います。 

 

   

 

社会奉仕委員会 

｢仁徳天皇陵｣清掃奉仕のご案内 

          社会奉仕委員長 中田 学 

 

皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて恒例となっております、仁徳天皇陵の清掃奉仕「仁徳稜をまもり隊」を下記要

領にて実施いたしたく、何かとご多忙のこととは存じますが、ご参加、ご協力のほど

宜しくお願い申し上げます。               

記 

 日 時  平成２７年３月８日（日） 

午前９：３０～  
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集合場所 仁徳天皇陵正面配所前 （駐車場） 

集合時間   午前 ９：１５ 

服  装  ロータリーメンバーはいつものジャンバ－ 帽子 

      家族のかたは自由です。 

持参する物 特に必要なし 道具等は社会奉仕委員会で用意致します。 

＊雨天等の関係で中止の場合、参加予定者の皆様に当方（中田）より午前７：５０

頃までにご連絡いたします。当日の件でのお問い合わせは携帯 090-3710-6612 中

田までお願いいたします。 

尚、雨天中止の場合には次回予定が３月１５日（日）となります。 

当日はメ－キャップ扱いと致します。 

 

親睦活動委員会 

春の親睦家族旅行のご案内 

｢さわち料理・かつおのタタキを食べよう｣ 

親睦活動委員長 徳田 稔 

 

下記の通り開催いたします。是非ご参加下さいませ！！ 

  記 

日時：3月28日（土）・29日（日）     

一泊バス旅行 

行先：高知県 

｢さわち料理・かつおのタタキを食べよう｣ 

参加費：約３０，０００円／１名 

（参加人数により金額変更あり） 

申し込み締切日：２月２７日（金）まで 

コース （予定） 

3月 28日（土） 堺～阪神高速・山陽道(岡山)～ 

瀬戸中央道（瀬戸大橋経由）～坂出周辺（宇津木）にて昼食～高知自動車道～南国市～

龍河洞～ 

高知市内（泊） 

3月 29日（日） 高知市内～桂浜～高知市内 日曜市場or高知城散策・得月楼にて昼

食～高知自動車道～徳島自動車道（藍住）～高松自動車道（板野）～淡路島（淡路自動

車道明石大橋経由）～第二神明道～阪神高速～堺 

 

タイムスケジュ－ル（予定） 

3月 28日（土） 

「パンタロン」集合 7：30 出発 8：00 

12：30着 坂出周辺(宇津木)にて昼食 13:15出発 

15：00着 龍河洞 16：00出発 

高知市内  ホテル 17：00着（泊） 

3月 29日（日）  

ホテル出発 9：00出発 

9：30着 桂浜 10：30出発  
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幹 事 報 告 

Ｓ Ａ Ａ 報 告 

11：00着 高知市内  

日曜市場 or高知城散策得月楼にて昼食     

高知市内 13.30 出発   堺 18.30着予定 

 

 

 

 

那須宗弘会員 木畑さん、卓話有難うございます。 

城岡陽志会員 月曜日から、タイ、ミャンマーへ行きます。イスラムの国にラチされた

ら、会員で身代金を出してください。 

木畑君、4月にはガンバレ！ 

山ノ内修一会員 木畑さん、卓話楽しみにしています。 

木畑 清会員 卓話の機会を与えていただいてありがとうございます。心より感謝申し

上げます。 

塩見 守会員 木畑ただし様、本日の卓話楽しみにしています。 

 計 １６，０００円 

 

 

 

 

（１）本日の配布物 ・週報  

（２）「第４回子ども囲碁フェスタ・堺」  

アンケート集計のご報告 

参加人数 ７３名中５２名回答 

楽しかった      ４８名 

楽しくなかった     ３名 

次回も参加したい   ３５名 

次回は参加しない    ４名 

どちらでもない     １名 

（ 感想・要望・意見 ） 

１）先生の説明がとても分かりやすく、初心者でもルールを理解出来ました。 

２）子供は囲碁に興味を持っていましたが、親は 

全然知識が無かったので、やる気一杯で参加 

しました。子供に勝てる様に頑張りたいと思 

います。 

３）こんなに楽しかったのはびっくりしたので、次回の参加してみたい。 

４）友達が出来たので楽しかった。もっとたくさんの子供に参加してほしい。 

５）親も囲碁のルールを教えてもらえたので、子供と囲碁を楽しみたいと思います。 

６）難しかったけど楽しかったので、お父さんお 

母さん、おじいちゃんと打ってみたい。 

７）どうなったら終局なのか、死んでいる石はどう判断したらいいのか難しかった。 

８）禁じ手などを始める前に説明しておくと良かった。 

９）もっと例題をたくさんやりたかった。 

10）途中で休憩がほしかった。 

11）小さい子供に前で答えをさせる時の階段を準備してほしい。 

12）リーグ戦の方がいいと思う。 

13）同伴者のおじさんが横から口出しして納得で 

きなかったので、そばにいないで見ている様 
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にしてほしい。（訴えたのにきいてくれなか 

った） 

14）今回は指導碁をして頂けなくて、楽しみにし 

ていたので残念でした。 

15）今後どういう所で囲碁が出来るのか教えてほ 

しい。（子供と大人） 

16）塾で囲碁をやっていて１番強かったけど、自 

分より強い人がいて楽しかった。 

17）同世代の子供と対戦する機会がほぼないので、 

とてもよいチャンスを頂きました。 

18）無償イベントなのに内容が濃く、飲み物やお 

土産もついていて驚きました。 

19）もらってうれしかった順 

 １お菓子 ２バッグ ３付箋 ４下敷き 

20）オレンジの服の方も、ルールが分からない 

人のサポートをしてほしかった。 

21）ロータリークラブの方々が自分たちで対局していましたが、出来れば先生方の様に

見て回って、初心者に指導をしたり、質問に答えて頂けるともっと良いと思います。

   

 

 

 


