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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　4月9日（水） 次週予告　　4月16日（水）
● ソング

● プログラム

「Be A Rotarian」
　　　　　　山本章太郎　会員
「卓　話」
　　　　　　矢野　浩臣　会員

● ソング

● プログラム

「奉仕の理想」
　　　　　　槇野　　稔　会員

1000回例会記念
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宝塚中プロバスクラブ
中原　　等　様

◯今秋開催のプロバスクラブ地区交流会は、
　宝塚中プロバスクラブがホストクラブです。
　交流会のプログラム紹介と当クラブへの支
　援の要請がありました。
◯会員増を図るため、候補者の紹介の依頼が
　ありました。　

会長　大西　利哉

雑誌月間

　みなさま今晩は、本日は、宝塚中プロバス
クラブとの合同例会です。宝塚中プロバスク
ラブを盛り上げるためにも、地区のプロバス
委員（田中哲三さん）がおられますので、何
が必要なのか、或は問題点などについての意
見を聞き、協力できることを提案していただ
きたいと思います。
　本日のお客様は宝塚武庫川RC 諸井 敏定様、
宝塚中プロバスクラブの中原 等様、八郷 悦子
様、坂下 賢治様です。ごゆっくりお過ごしく
ださい。
　今月はポールハリスの誕生月で1868年4月17
日だそうです。そして雑誌月間でもありま
す。雑誌月間について、ロータリージャパン
のホームページを見てみました。　　　　

 RIの公式機関誌『ザ・ロータリアン』および
世界31の地域雑誌の購読と、活用促進に役立
つプログラムを実施する月間です。ロータ
リーの雑誌（『ロータリーの友』など）に対
する会員の認識を深め、それによってロータ
リーの情報の普及を図ることが目的です。
 クラブはこの月間中に雑誌に関するプログラ
ムを実施しなければなりません。チェス
リー・ペリー国際ロータリー初代事務総長に
よって創刊された、『ザ・ナショナル・ロー
タリアン』（1912年に『ザ・ロータリアン』
に改称）が発刊された1911年1月25日を記念し
て、当初1月25日を含む1週間を雑誌週間とし
ていました。『2013年手続要覧』の「ロータ
リークラブ定款」の「第20条機関雑誌」で
は、各会員は、会員身分を保持する限りRIの
機関雑誌、またはRI理事会から本クラブに対
して承認ならびに指定されている地域的な
ロータリー雑誌（日本では『ロータリーの
友』）を購読しなければならない、と定めて
います。

◆卓話
宝塚中プロバスクラブ

中原　　等　様

　今晩は、先ほど紹介していただきました中
原でございます。先に説明しました第23回兵
庫県プロバスクラブ交流会の事前説明の際、
大西会長より卓話をと言われ、お断りしよう
と思ったのですが、会長さんの顔を見ている

会長の時間
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ
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会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長

ごあいさつ

と断ることができなかったので、元市職員の
観点から平成24年度の決算を利用してお話を
させていただきます。
　予算を構成する税金ですが、自主財源と依
存財源・市債と大きく3分類にすることができ
ます。
　まず、依存財源は、市民の皆様から収めて
頂いた固定資産税・都市計画税・市民税等の
市税が大半を占め、その額は343億57百万円
で、自主財源の総額407億95百万円の84.2%を
占めています。次に、使用料及び手数料の22
億23百万円等となっています。決算総額708億
49百万円の実に57.6%を占めています。
　次に依存財源は、国・県からのいわゆる補
助金や消費税地方分等々であり、国から99億
円、県から40億97百万、地方交付税51億51百
万円と消費税地方分16億55百万円その他等々
で、総額221億84百万円となり、決算総額の
31.3%となっています。
　最後に、市債ですが、78億70百万円で決算
総額の11.1%を占め、今日生まれた赤ん坊から
明日なくなるかもしれないお年寄りを含め市
民一人当たり34千円の借金となります。ま
た、市の借金総額は、796億円余りで市民一人
当たりの借金額は、340千円余となっていま
す。この借金は、道路等の公共施設建設のた
めなら公正にその返済をゆだねることは可能
でありますが、そうばかりとは言えないので
はないでしょうか。
　次に、人件費について考えてみますと職員
数2千人で、市内在住する職員は、3割を切っ
ているのではないかと考えられます。個人情
報等の関係から詳細については、判りかねま
すが古い名簿等から判断したものですので、
定かではありません。幹部職員と言われます
部長、次長以上のポストは、おおむね56あ
り、副市長・水道事業管理者は市内在住でし
たが、この４月には、水道事業管理者が交代
し、三田市在住の方になりました。部長級で
は市内在住が2人、三田市在住が11人、その他
6人、次長級では、市内在住が6人、三田市在
住が12人、その他11人となっており、合計す

れば三田在住が実に23人になります。
　次に、人件費ですが、総額145億34百万円の
支給となっております。そのうち、補助金で
賄った額は、12億22百万円で、残りの133億12
百万円は、いわゆる自主財源で賄うことな
り、自主財源の32.5%になります。支払った
145億34百万円のうち、7割を超す市外在住者
へは、100億円前後にのぼる自主財源からの支
払いとなるのではないかと考えられます。市
内での消費は、非常に少ないと考えますと市
民のお金が市民に帰ってこないこととなると
考えられます。

○請井　敏定　様（宝塚武庫川RC）
　初めて参加させて頂きます。
那須先生と同じ尚和会の一員で、ケアヴィ
ラ伊丹という老健の施設長をしています。
宜しくお願いします。
○古川　彰治　君
　誕生日祝い有難うございます。結婚記念
日でもあります。デ杯の応援に東京に行っ
てきます。
多勢のお客様ようこそいらっしゃいました。
21年よくもちました。おめでとう。
○川添　裕照　君
　プロバスクラブの皆様ようこそ。また当
クラブ21周年記念を祝してニコニコ。
○木本　玲子　君
　ちょうど三年前の四月に入会させて頂き
ました。月日の経つのは早いものですね。
これからも宜しくお願い致します。
○草野　旦　君
　今日で高校野球が終わってしまいまし
た。寂しくなります。
　プロバスの皆様、よくいらっしゃいました！
○阪上　栄樹　君
　ロータリーライフも21年目をむかえまし
た。ニコニコです。プロバスクラブの皆様
ようこそ！！
○竹原　善記　君
　宝塚中ロータリーの21周年をお祝いして。

　   本日合計　　　　　　￥42,000円
　　本日までの累計　　　￥658,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「我等日本のロータリアンの歌」

野木　久子　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
請井　敏定　様（宝塚武庫川RC）
中原　　等　様（宝塚中プロバスクラブ）
坂下　賢治　様（宝塚中プロバスクラブ）
八郷　悦子　様（宝塚中プロバスクラブ）

◆幹事報告
・次回は1000回記念例会です。池田　美江様
　の入会式と草野会員の宝塚歌劇殿堂入り祝
　賀会を併せて行います。

◆スポット
◯馬場社会奉仕委員長より、6月8日開催の市
民講座“自分の死を創る”講演者：柳田邦
男氏（有料）の紹介がありました。

「理事・役員議事録」
日　程　平成26年4月2日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・田村・小山
　　　　阪上・栗田・中村・蓮尾・草野
　　　　馬場
内　容
○池田　美江　様　入会承認
◯創立21周年、1000回例会打合せ
◯市民講座「自分の死を創る」パンフレット
　広告協賛承認
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リーの雑誌（『ロータリーの友』など）に対
する会員の認識を深め、それによってロータ
リーの情報の普及を図ることが目的です。
 クラブはこの月間中に雑誌に関するプログラ
ムを実施しなければなりません。チェス
リー・ペリー国際ロータリー初代事務総長に
よって創刊された、『ザ・ナショナル・ロー
タリアン』（1912年に『ザ・ロータリアン』
に改称）が発刊された1911年1月25日を記念し
て、当初1月25日を含む1週間を雑誌週間とし
ていました。『2013年手続要覧』の「ロータ
リークラブ定款」の「第20条機関雑誌」で
は、各会員は、会員身分を保持する限りRIの
機関雑誌、またはRI理事会から本クラブに対
して承認ならびに指定されている地域的な
ロータリー雑誌（日本では『ロータリーの
友』）を購読しなければならない、と定めて
います。

◆卓話
宝塚中プロバスクラブ

中原　　等　様

　今晩は、先ほど紹介していただきました中
原でございます。先に説明しました第23回兵
庫県プロバスクラブ交流会の事前説明の際、
大西会長より卓話をと言われ、お断りしよう
と思ったのですが、会長さんの顔を見ている

と断ることができなかったので、元市職員の
観点から平成24年度の決算を利用してお話を
させていただきます。
　予算を構成する税金ですが、自主財源と依
存財源・市債と大きく3分類にすることができ
ます。
　まず、依存財源は、市民の皆様から収めて
頂いた固定資産税・都市計画税・市民税等の
市税が大半を占め、その額は343億57百万円
で、自主財源の総額407億95百万円の84.2%を
占めています。次に、使用料及び手数料の22
億23百万円等となっています。決算総額708億
49百万円の実に57.6%を占めています。
　次に依存財源は、国・県からのいわゆる補
助金や消費税地方分等々であり、国から99億
円、県から40億97百万、地方交付税51億51百
万円と消費税地方分16億55百万円その他等々
で、総額221億84百万円となり、決算総額の
31.3%となっています。
　最後に、市債ですが、78億70百万円で決算
総額の11.1%を占め、今日生まれた赤ん坊から
明日なくなるかもしれないお年寄りを含め市
民一人当たり34千円の借金となります。ま
た、市の借金総額は、796億円余りで市民一人
当たりの借金額は、340千円余となっていま
す。この借金は、道路等の公共施設建設のた
めなら公正にその返済をゆだねることは可能
でありますが、そうばかりとは言えないので
はないでしょうか。
　次に、人件費について考えてみますと職員
数2千人で、市内在住する職員は、3割を切っ
ているのではないかと考えられます。個人情
報等の関係から詳細については、判りかねま
すが古い名簿等から判断したものですので、
定かではありません。幹部職員と言われます
部長、次長以上のポストは、おおむね56あ
り、副市長・水道事業管理者は市内在住でし
たが、この４月には、水道事業管理者が交代
し、三田市在住の方になりました。部長級で
は市内在住が2人、三田市在住が11人、その他
6人、次長級では、市内在住が6人、三田市在
住が12人、その他11人となっており、合計す
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ひとくち

　リターゲティング広告の話です。気に
なる商品があったから、販売元のサイト
で商品を吟味。その後、ほかのサイトに
移動すると、先ほどの商品の広告が出て
くる。さらに別のサイトでも…。自動的
に関心の高いであろうユーザーにピンポ
イントで広告を送る仕組みです。
　何度も同じ広告が出てきたら、思わず
クリックしてしまいそうになるという人
間の心理をうまく利用した最新の広告方
法です。

れば三田在住が実に23人になります。
　次に、人件費ですが、総額145億34百万円の
支給となっております。そのうち、補助金で
賄った額は、12億22百万円で、残りの133億12
百万円は、いわゆる自主財源で賄うことな
り、自主財源の32.5%になります。支払った
145億34百万円のうち、7割を超す市外在住者
へは、100億円前後にのぼる自主財源からの支
払いとなるのではないかと考えられます。市
内での消費は、非常に少ないと考えますと市
民のお金が市民に帰ってこないこととなると
考えられます。

○請井　敏定　様（宝塚武庫川RC）
　初めて参加させて頂きます。
那須先生と同じ尚和会の一員で、ケアヴィ
ラ伊丹という老健の施設長をしています。
宜しくお願いします。
○古川　彰治　君
　誕生日祝い有難うございます。結婚記念
日でもあります。デ杯の応援に東京に行っ
てきます。
多勢のお客様ようこそいらっしゃいました。
21年よくもちました。おめでとう。
○川添　裕照　君
　プロバスクラブの皆様ようこそ。また当
クラブ21周年記念を祝してニコニコ。
○木本　玲子　君
　ちょうど三年前の四月に入会させて頂き
ました。月日の経つのは早いものですね。
これからも宜しくお願い致します。
○草野　旦　君
　今日で高校野球が終わってしまいまし
た。寂しくなります。
　プロバスの皆様、よくいらっしゃいました！
○阪上　栄樹　君
　ロータリーライフも21年目をむかえまし
た。ニコニコです。プロバスクラブの皆様
ようこそ！！
○竹原　善記　君
　宝塚中ロータリーの21周年をお祝いして。

　   本日合計　　　　　　￥42,000円
　　本日までの累計　　　￥658,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「我等日本のロータリアンの歌」

野木　久子　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
請井　敏定　様（宝塚武庫川RC）
中原　　等　様（宝塚中プロバスクラブ）
坂下　賢治　様（宝塚中プロバスクラブ）
八郷　悦子　様（宝塚中プロバスクラブ）

◆幹事報告
・次回は1000回記念例会です。池田　美江様
　の入会式と草野会員の宝塚歌劇殿堂入り祝
　賀会を併せて行います。

◆スポット
◯馬場社会奉仕委員長より、6月8日開催の市
民講座“自分の死を創る”講演者：柳田邦
男氏（有料）の紹介がありました。

「理事・役員議事録」
日　程　平成26年4月2日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・田村・小山
　　　　阪上・栗田・中村・蓮尾・草野
　　　　馬場
内　容
○池田　美江　様　入会承認
◯創立21周年、1000回例会打合せ
◯市民講座「自分の死を創る」パンフレット
　広告協賛承認
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▲4月の会員誕生日・結婚記念日をお祝いしました


