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１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2738273827382738回回回回

2010201020102010年年年年４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone,Sing! 」

唱歌「鯉のぼり」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「月」 浦川信司会員

Sing! Everyone,Sing!

Sing,everyone,sing.Sing,everyone,sing.

Let’s get together in all kinds of

weather and sing,everyone,sing.

Smile,everyone,smile.

Smile,everyone,smile.

All of your troubles will vanish like

bubbles,so smile,everyone,smile.

Serve,everyone,serve.

Serve,everyone,serve.

Serving humanity,Rotary’s

destiny,Serve,everyone,serve.

次回の卓話

2010年5月5日（水・祝日）

「例会休会」

2010年5月12日(水)

「岩崎弥太郎と三菱の創業」

櫻井 昇会員



岡本桂四郎会長

会員数３９名 出席義務会員数３４名

４月２１日 出席会員２７名 79.41％

４月 ７日 MUを加えて 91.18％

2010年4月21日 第2737回

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「選挙管理委員会

－委員と事務局の仕事－」

岸和田市選挙管理委員長

梶野郁子様

●地区大会の報告です

４月１７日（土）

地区大会信任状委員会・地区大会選挙委員会報告を

聞いた後、RI会長代理・橋本 譲氏ご夫妻歓迎晩餐会

があり、ソプラノ歌手・前田佳世さん（財団学友）の

透き通った歌声、また村上ガバナーとのデュエット

「ふるさと」があり、和やかな雰囲気の中で紀州備長

炭を楽器にした「炭琴」演奏の高い音色で「川のなが

れのように」を聞き入りました。

４月１８日（日）

午前10時に始まり、本会議、記念講演２題があり、

午後５時に終了しました。

村上有司ガバナーは、人間は人と人との間を結ぶ

“縁”があり、「理性」と「慈愛」（思いやりの心）

を持って職業奉仕そしてその延長に社会奉仕に謹んで

頂きたいと述べられ、その熱弁に共感致しました。

午後６時過ぎより「RI会長代理を囲む夕食会」に

櫻井幹事と共に出席して、米田眞理子ガバナーエレク

トはじめ、次期幹事の皆さんとの交流があって帰路に

着きました。

(左)梶野和一郎会員

(右・卓話ご担当)梶野郁子様

ご夫妻

国際ロータリー第2640地区

小西喜代一ガバナー補佐

（貝塚RC）



●梶野 郁子様（本日卓話講師）

本日卓話を担当させていただきます。

●岡本 桂四郎会長

本日小西ガバナー補佐をお迎えしました。

また4月17日～18日地区大会ご苦労さまでした。

●梶野 和一郎会員

結婚記念品をありがとうございました。また

本日卓話を担当させていただきます。

●永井 一夫会員

本年度関西棋院副理事長に指名されました。

よろしくお願い申し上げます。

●全会員

小西ガバナー補佐をお迎えして

親睦活動委員会

角家 篤副委員長

●親睦旅行の御案内

すでにご案内しましたように、日本ロータ

リー親睦ゴルフ全国大会に合わせて、6月12日

からの３日間の予定で親睦旅行を計画してい

ます。ご参加のほどお願い致します。

●本日例会終了後にクラブアッセンブリー開催です。

●本日夜に岸和田RAC例会が開催されます。

●例会臨時変更及休会

和泉RCより例会休会の案内が届いております。

詳しくは事務所までお問い合わせください。

≪地区大会スナップ風景≫



を補助するために事務局をおいています。

事務局には事務局長他4名の職員を置き、選挙

時にはアルバイトを雇い入れたり、職員の応援を

求め事務を進めています。事務局職員は二つの行

政機関の職員を兼務しています。（公平委員会・

固定資産評価審査委員会）

選挙管理委員会の業務は、公職選挙法の定める

国会議員・地方議会の議員および長の選挙の事務、

またその他の法律の定めるところにより各種選挙

等の事務を行っています。衆議院・参議院の選挙

をはじめ、知事・府議、市長・市議選、その他農

業委員会委員選挙・大阪府海区漁業調整委員会選

挙・久米田池土地改良区の総代選挙があります。

[参考]

衆議院議員選挙（任期：平成25年9月10日）

参議院議員選挙（任期：平成22年7月25日・

半数が平成25年7月28日）

知事選挙（任期：平成24年2月5日）

府議会議員選挙（任期：平成23年4月29日）

市長選挙（任期：平成25年12月14日）

市議会議員選挙（任期：平成23年4月30日）

選挙の業務以外にも毎月の定例会がありますし、

選挙人名簿の登録が年4回と選挙ごとにあり、3月

現在の登録者数は、男性75,844人・女性84,153人

合計159,997人でございます。また国外に居住す

る日本人についても在外選挙人名簿の登録ができ

国政選挙の選挙権があります。現在、岸和田市で

は登録者は67人となっています。

条例の制定・議員および長の解職請求などの直

接請求における署名簿の審査の事務もあります。

また、農業従事者を対象とした農業委員会委員選

挙人名簿の調整があり、3月現在5,704人が登録さ

れていますが、昨年より123名減少です。さらに、

漁業従事者を対象とした海区漁業調整委員会委員

選挙の選挙人名簿の調整も行い、名簿登録者数は

昨年12月現在535人が登録されています。この選

挙で選出委員6名のうち、春木漁港・岸和田漁港

関係の2名の方が委員として選挙で選ばれていま

す。その他、それぞれの法律により、検察審査員

候補者予定者（92人選出）、昨年から始まった裁

判員制度での裁判員候補者予定者（385人）の選

定があります。市の住民投票条例に基づき、岸和

田市や住民全体に利害関係のある重大な事案につ

いて直接住民の賛否を問うこととなれば、その住

民投票の事務も行います。

また、選挙啓発事業として、小・中学生を対象

とした選挙啓発ポスターの募集、選挙での呼びか

けなど選挙啓発を行っています。お手元に配布し

てりますのは小学校6年の社会科の時間に使う選

皆さん、こんにちは。

ただ今、ご紹介いただきました梶野でございます。

平素は、岸和田ロータリークラブの皆様方には、昭和

63年に主人梶野和一郎が当クラブに入会させて頂きま

して以来、大変お世話になっています。誠に有り難う

ございます。

今年の櫻は、子どもたちの入学の時期に合わせたよ

うに満開になり、そのあと、花冷えと申しますが大変

寒い日が続いています。本日は、貴重な時間、皆様方

にお話しできる機会をいただきまして有り難うござい

ます。

私は、現在、岸和田市の選挙管理委員会の委員長と

して市民のみなさんに接しています。昨年8月には衆

議院総選挙、11月には市長選挙がありましたし、皆様

方にはそれぞれの地域で選挙事務にご協力をいただい

た事と存じます。この場をお借りしまして厚くお礼を

申し上げます。この夏には又、参議院選挙が予定され、

選挙が続く中で選挙管理委員会のことを少しでも知っ

ていただきたいとお話をさせていただきます。

新聞テレビ等の報道にありますように、参議院選挙

（7月25日が任期満了）が予定され、今のところ国会

の会期延長がないものとして、投票日を7月11日、公

示日が6月24日と想定して選挙の準備を進めています。

ただし、国会審議の状況によりまして会期が延長とな

りますと、投票日が後にずれ込み最大8月22日の日曜

日まで考えられます。市内には浜辺から山手まで44箇

所の投票所がありますが、町会館・公民館・学校など

を投票所として借用し、また町役員の方々には投票管

理者・投票立会人への就任をお願いしご協力いただい

ております。投票日が定まらない状況でオオッピラに

準備することはできませんが、夏の参議院選挙に向け

て内部的に進めているところでございます。

選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため市長から

独立した機関として置かれ、議会で選挙された4人の

非常勤の委員により構成し、また、この委員会の仕事

「選挙管理委員会・・・委員と事務局の仕事」

岸和田市選挙管理委員長

梶野 郁子様



選挙は民主主義の基礎となるもので、より多く

の選挙民の方が投票行動に出られ「意思表示」を

していただくことが大切です。委員会としては、

選挙が公正、かつ、円滑に執行できるように努め

るのが「本旨」でございます。

この夏の選挙、来年4月には市民に身近な「府

議会議員」「市議会議員」の選挙が予定されてい

ます。選挙事務におきましては、各地域で、様々

な場面においてご理解・ご協力をお願いすること

もあろうかと存じますが、その節はどうかよろし

くお願いいたします。

今、市内の産業界は大変厳しい状況ではありま

すが、今後とも会員の皆様のお顔ぶれが変わるこ

となく、さらにメンバーが増員し、クラブの事業

が活発に展開されますことを期待するものの一人

でございます。

最後になりましたが、皆様方の益々のご健勝と

ご活躍をご祈念申し上げまして終わりとさせて頂

きます。本日はどうもありがとうございました。

挙に関してのパンフレットです。このように小さい

ときから民主主義の基礎となる選挙について学校で

教えています。また啓発冊子も配布していますので、

お読みいただけたらと思います。

以上が大まかな業務内容でございます。

それぞれの選挙事務では選挙ポスター掲示場の確

保から設置・撤去や、投票に関しては投票所の借用、

投票管理者・立会人の依頼、事務従事者の確保、投

票管理者説明、投票箱等の投票所機材の確保、投票

所設営、投票事務全般の管理などがあります。開票

に関しても同様でして、その他入場整理券や選挙広

報の配布、期日前投票・不在者投票の実施なども業

務です。そして警察など関係機関との協議・調整が

あります。また衆議院小選挙区・府会議員・市長・

市会議員の選挙では立候補の受付をはじめ、当選人

を決定するなど様々な業務があり、これらを短期間

のうちに行わなければなりません。

さて投票日当日は、私共委員は午前8時までに市

役所に出向き、副市長室を本部として、委員長は本

部に待機し、他の3名の委員は3班に分かれて副市長

又は部長クラスの方と同伴で15ヶ所ないし14ヶ所を

巡視に出発します。皆さんだいたい12時頃に本部に

帰り昼食のお弁当を頂きます。その後一時帰宅して

自宅待機です。夕食を済ませて午後7時30分に開票

場になっている総合体育館に現地集合し、8時にク

ローズした44ヶ所の投票所からの投票箱と投票管理

者・立会人・庶務係の方々をお迎えします。早い所

からは8時10分くらいに到着、遠い所からでも8時40

分くらいには到着します。開票は9時15分のラジオ

の時報の合図と同時に委員長の「第○○会○○○選

挙の開票を開催致します」と宣誓して、いよいよ開

披台に投票用紙があけられます。開票場では市役所

の職員の方々総数400名ぐらいが来られ、ご自分の

担当ポジションが終わりますと帰られますが、最終

はやはり椅子や机の片付けをしてだいたい午前1時

～2時過ぎになります。私が初めて委員に就任しま

した平成5年、17年前には開票場所は競輪場の多目

的ホールを借用していまして、最終時間は午前2時

30分～3時ぐらいでした。又当時は、市議会の当選

議員さんが決定しますと、夜半すぐに事務局の方同

伴で深夜2時頃真っ暗な中でご自宅を探して当選書

をお渡ししたものでした。現在では翌日に当選証書

授与式が開催され、当選者ご本人に手渡されており

ますので大変助かっております。

現在も事務局の皆さんには、市役所に帰られてか

らも持ち帰った重要な書類を整理し、翌朝定刻に出

勤されております。全く頭が下がります。皆さんに

は大変ご苦労をおかけし、本当に感謝しております。
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近隣クラブ卓話ご紹介

APRIL ～ MAY ２０１０ ４月 ロータリー雑誌月間

岸和田東ＲＣ ５月 ７日（金）「例会休会」

岸和田北ＲＣ ５月 ４日（火）「祝日休会」

岸和田南ＲＣ ５月 ６日（木）「例会休会」

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ新旧役

員エレクト研修

例会「月」浦川信司

会員

昭和の日

憲法記念日 みどりの日

RAC例会休会

こどもの日

例会休会

2010-11年度

地区協議会

例会「岩崎弥太郎と

三菱の創業」櫻井

昇会員

新旧合同委員長会

議

例会

「ﾛｰﾀﾘｰの歴史に

ついて」亀井茂会員

RAC例会

25 26 27 28 29 30 MAY.1

16 17 18 19 20 21 22

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15


