
★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分

★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620

★http://www.yaohigashi.org/  E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

第 2063 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 第 4回クラブ協議会

・協議会 13：00～14：30 予定

（＊閉会 点鐘 13：30 に行う）

⑦ 閉会 点鐘

★10/29（木）第 87 回四輪会

（ホスト：八尾東ＲＣ）

於：春日台カントリークラブ

集合：8：00 スタート：8：34

上田会員、上山会員、髙岡会員、高橋会員、

武田会員、谷村会員、辻田会員、堀内会員、

柳会員、山田会員        参加予定

第 2064 回例会 10 月 30 日（金）

☆卓話「日経業界地図」長尾 穣治会員

２０１５年１０月２３日（金）第２０５０号

2015 年 10月 16日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2062回 27名 17名 70.8％
出席義務免除

4名（出 1）

第2060回 27名 17名 70.8％
補    填

3名

Rotary International

国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン

2015‐16 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

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

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：上田 郁生

●幹   事：上山 惣太

●会報委員長：堀内 伸也

ベテランと若手の団結で

品格あるロータリー活動を！

ニコニコ箱

●大松さん、卓話よろしくお願いします。

                 上田 郁生会員

●余りなじみのないお話、以前から聞きたかったで

す。             池本 繁喜会員

●大松さん卓話ご苦労様です。  奥田 長二会員

●大松会員の卓話よろしくお願いします。

大橋 秀造会員

●大松さん卓話よろしく！     鈴木 洋会員

●大松さん議会のこと教えて下さい。

山田 哲男会員

●本日の卓話よろしくお願いします。

大松 桂右会員

●今回合計 4,000円

◎累計  223,610 円



国会と地方議会の違い

執行機関
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市役所

行政 市議会

議事機関執行機関

市民

選挙

• 地方議会においては、市長（首長）は多数派の議員集団から選ばれるわ
けではない。

• 行政を執行する市長（首長）と行政を監督する議員のそれぞれを住民が
別々の選挙で選ぶ二元代表制と呼ばれる制度になっている。

• 市長（首長）と議会の意思は、それぞれ独立した機関として協力しつつも
緊張関係を保つことになる。

• 市長（首長）を支援する立場としての与党的議員集団、反対する立場と

しての野党的議員集団は存在するが、議会全体としては行政を執行す
る市長（首長）をチェックする立場になる。

• 現実の地方議会においては、市長（首長）選挙時の協力関係によって市

長（首長）支援側の議員集団と反対側の議員集団が激しく対立している
議会もあれば、全く逆にオール与党的な議会となっているところもある。

• 必ずしも二元代表制で期待される議会の形となっているとは限らないと
ころが難しいところである。

議員のできること、市長（首長）のできること。

市長（首長）議会

• 予算・条例案等を議決修正すること。

• 市政事務全般を検査・監視・調査す
ること。

• 陳情・請願を市民から受け付けるこ
と。

• 長の不信任議決。

• 条例案の提出。 など

• 予算案・条例案を提出すること。

• 予算を執行すること。

• 議会の議決に対する再議（拒否権）

• 専決処分

• 不信任に対する議会の解散権

など。

委員会って？
本会議

予算決算常任委員会

前期全体会

総務分科会
建設産業分科会

文教分科会

保健福祉分科会

付託 付託

後期全体会

質疑

討論

採決

本会議

総務常任委員会

建設産業常任委員会

文教常任委員会

保健福祉分科会

質疑

討論

採決

討論 採決

○予算議案
（当初・補正）

○決算議案

その他の
一般議案

幹事報告

①来週 10/23 は第 4回クラブ協議会ですので、出席

をお願い致します。

会長の時間

昨日、四和会が開催され副会長、幹事と出席してま

いりました。近隣 4 クラブの会長、副会長、幹事が

出席しての情報交換の場ということで有意義な時間

を過ごすことができました。

年度が替わって 4 ケ月足らずということでクラブの

活動としては各クラブとも進捗はないようでした

が、増強に関しては各クラブとも積極的に活動され

ているようです。特に八尾ロータリークラブさんは、

3 ケ月半にして早くも 5 名の増強に成功されている

ようです。

先週お話ししたように八尾ロータリークラブさんも

趣味（野球）を通じて数名の増強をされたようです。

当クラブも野球だけではなく、色々な趣味を通じて

増強に繋げていければと思います。

「議会の仕組み」

大松 桂右会員



• 行政の膨大な事務について、詳しく効率的に審議するため議会の中に
は委員会が設置されます。

• 八尾市の場合は、総務常任委員会、建設産業常任委員会、文教常任委

員会、保健福祉常任委員会と、議長を除く全議員で構成する予算決算
常任委員会があります。

• 委員会は定例会の会期中、本会議から付託された議案について審議し、

その結果を本会議に報告します。

• 予算決算常任委員会には各分科会があり、各分科会で審査が行われ
たのち全大会にて討論採決を行い、その結果を本会議に報告します。

一般質問って？

• 一般質問とは市政全般について議員が市長や教育長等に対し、疑問点
などについて所信をただすことをいいます。議員が自由にテーマを設定
でき、自らの意見を質問の中に含めることもできます。

• 八尾市の場合、会派を代表して質問する代表質問と個人が行う個人質
問があります。

• 八尾市の場合、質問方法を一問一答か一括質問か選ぶことができます。

• 一般質問は本会議場で行われ、議員の質問に市長が1対1で答弁する
形となりますので、市民から見ても最も目立つものかと思います。

是非、傍聴を！

百聞は一見にしかずということで、議会の傍聴をお勧めします。本会議も委員
会も誰でも傍聴することが可能です。全くこれまで議会を見たことがない方は、
先ずは一般質問が行われる本会議を傍聴するのが良いと思います。

特定の問題にご関心のある方は、各常任委員会を傍聴頂くと具体的な話が出
てきますし、本会議とは随分と異なる議会の様子も分かり良いかと思います。

議会改革ということで各地で様々な取り組みがなされていますが、これらも市
民の関心が無ければあまり意味のない話と言えます。 選挙後はお任せでは
なく、議会の中で自分が選んだ議員がどのような活動を行うかについても是非、

関心を持って頂ければと思います。

2015-16 年度臨時理事会報告

幹事：上山 惣太

●日 時：2015 年 10 月 16 日（金）

◎新入会員候補者の最終確認及び職業分類を

下記の通りで承認

大分類 3.製造業 中分類 1.鉄工業

小分類 6.として検査装置製造を新設

                   以上

サンパブロ市南ＲＣとの会合報告

国際奉仕委員長 髙岡 正和

10/21（水）の夜にダウンタウンマニラＲＣの姉妹

クラブでありますサンパブロ市南ＲＣのメンバー7

名と八尾東ＲＣからは私と高橋会員・桑田会員・山

田会員・鈴木会員・鈴木会員のご友人・事務局山本

さんの計７名で食事会をしながらの親睦、そして今

年度の共同奉仕プロジェクトの内容について話を

しました。プロジェクトの概要は以下になります。

● ダウンタウンマニラＲＣ・サンパブロ市南Ｒ

Ｃ・八尾東ＲＣの 3 クラブの共同奉仕プロジェ

クト

【奉仕プロジェクト内容】

・サンパブロ市南ＲＣが支援している小学校にバッ

クパック（バッグに必要文房具を入れて）を贈呈。

※ 2016 年 1 月中旬～下旬頃にダウンタウンマニラ

ＲＣ・サンパブロ市南ＲＣを訪問。そしてバッ

グパックの贈呈式にも参加します。

※ 当クラブからの資金 20万円は、贈呈式に参加す

る際に持参するということになりました。

親睦を深められた有意義な食事会でした。

また、鈴木会員、鈴木会員のご友人に関しましては、

お忙しい中、京都・大阪観光に同行していただきま

してありがとうございました。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


