
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （12月 22日）  

次週の予定  （1月 12日） 

ロータリーソング 

「大東ロータリーソング」「四つのテスト体操」 

 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1 時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 小川 芳男 
■幹 事 大矢 克巳 
■会報委員長 中  恒夫 
 

◆4 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？ 
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平成 27 年 12 月 22 日 No.2318 H27.12. 15  (No.2317 の例会記録) 
 
 

先週の例会報告 
 

 
世界へのプレゼントになろう 

国際ロータリー会長 

K.R.ラビンドラン 

 

 

２０１５年～２０１６年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」 

◆ 出席報告（12月 15日分） 

会員数  41名 出席数 31名 欠席者 3名 

特定免除 6名 その他免除 1名 

出席率 91.18％ 

 

前々回 12月 1日分 

ホームクラブの出席者 34名  91.89％ 

メークアップの結果 37名 

特定免除 3名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

  

「 年男卓話 」 

髙島会員・松原会員・杉原会員 
  

  
  

「 前期を省みて 」 

会長・幹事・五大奉仕委員長 
  

  
  

後面に記載 



 

 

 
 

 

クリスマス家族会にたくさんの参加を頂きました。

心より御礼申し上げます。料理・エンタメ共楽しい時

間を過ごさせて頂きました。親睦委員長をはじめ親睦

副委員長・親睦委員の皆さま本当に有難うございまし

た。ご出席の皆様も十分お楽しみ頂けたと思います。

２次会・３次会・４次会と体力の衰えを感じながら５

次会へ行く人達を見送りました。 

話が戻って、その２日前の日曜日、妻と神戸ルミナリエに行ってきました。半分

ぐらいに縮小されていましたがその美しさは、保たれていたように思います。運営

の拙さ等色々と思いをめぐらせましたが、私の頭の中は、20 年前の三宮の惨状と其

以前のサンチカやセンター街の活況が、くるくると廻りました。従業員用食堂があ

った交通センタービルがだるま落としのように低くなっていました。初めてインド

料理を食べた明治生命ビルが４５度近く傾いたままなぜか倒れずに居ました。セン

ター街を厚く敷き詰めたガラスの破片の上を滑らないようにそうっと歩いて進むと

昔の仕事仲間が、せっせとかたづけをしていました。妻の実家が、西宮香枦園で、

被害のきつい所であったのですが、全員無事の知らせが、東京の親せきから入り、

水に困っているという事で、会長エレクトの大東会員や北本元会員らが、腕がちぎ

れそうになるほどのポリタンク一杯の水を両手に持って甲子園から夙川香枦園まで

歩いて運んでくれました。辛く苦しい思い出ですが、同じだけ、いやそれ以上の家

族や友人の温かい思い出があります。ついこの前のように思ってしまうのですが、

あの震災の年の暮れから始まったルミナリエを、神戸の若い子たちの「これ何時か

らやってるんやろ。」の言葉に、２０年の歳月を感じます。 

今日は、大川会員に創立 48周年に因んでという題で卓話をして頂きます。しっか

り聞いて勉強しようと思います。よろしくお願い致します。 

小川 芳男 会長 
 
 
 
 

会長の時間 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                    山田 伸 副委員長 

・誕生日 自祝 在籍 自祝                加藤 敏明 君 

・誕生日 自祝 （10月） 在籍 自祝            清水  修 君 

・結婚記念日 自祝         木田 眞敏 君 

・結婚記念日 自祝         木村 克己 君 

・入会記念日 自祝         樋口 秀和 君 

・在籍 自祝          福富 經昌 君 

・在籍 自祝          東野 喜次 君 

・クリスマス家族会欠席 お詫び        加藤 敏明 君 

・クリスマス家族会欠席 お詫び        木田 眞敏 君 

・クリスマス家族会欠席 お詫び        堀部 邦夫 君 

・クリスマス家族会 ありがとうございました      小川 芳男 君 

・クリスマス会、親睦委員会の皆様 お疲れ様でした 感謝   大東  弘 君 

・杉原委員長 親睦委員会皆さま有難うございました 感謝   藤本 和俊 君 

・ゴルフコンペ久しぶりに優勝しました 家族会お疲れ様でした  

写真ありがとうございます        髙島  登 君 

・クリスマス家族会の写真を有難うございます        福富 經昌 君 

・クリスマス会楽しかったです  

親睦メンバーありがとうございました       田川 和見 君 

・クリスマス家族会、多数のご参加ありがとうございました  

親睦メンバーご協力ありがとうございました 感謝      

早退 お詫び                                           杉原 巨峰 君 

・第２回ゴルフコンペにご参加頂きありがとうございました 感謝  中野 秀一 君 

・杉原委員長 クリスマス家族会大変お世話になりました     木村 克己 君 

・杉原親睦委員長、クリスマス家族会お疲れ様でした！！ 

空門副委員長、司会無事終わり、お疲れ様でした 感謝     東村 正剛 君 

・杉原親睦委員長、空門副委員長、楽しいクリスマス家族会を 

ありがとうございました         間  紀夫 君 

・12月 1日に BPS大東 竣工しました 感謝        東野 喜次 君 

・クリスマス会、杉原委員長、お疲れ様でした  

小川会長ごちそう様でした 感謝         山田  伸 君 

・杉原委員長、空門副委員長、クリスマス家族会 

お疲れ様でした 感謝                  吉村  茂 君 

・早退 お詫び                   西山 潤一 君 

・早退 お詫び                                           谷中 宗貴 君 

委員会報告 



 

 

◎親睦活動委員会       杉原 巨峰 委員長 

先日のクリスマス家族会に多数のご参加頂きまして、誠にありがとうございます。

また春の家族会もよろしくお願い致します。 

 

 

◎社会奉仕委員会      佐藤 多加志 委員長 

クリスマス会にて募りました歳末たすけあいを募金させて頂きました。 

御協力を有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 平野屋会所と坐摩神社  宝永元年（1704）

の大和川付け替えにより、旧川筋での新田開発

が進められ、深野池でも翌年から、東本願寺難

波別院の手により開発工事が始まった。工事は

正徳三年（1713）に終了、すでに開発されてい

た河内屋北、河内屋南の両新田に加え、深野北、

深野、深野南の三新田が深野池の跡に誕生する

が、深野南新田と河内屋南新田は、正徳五年

（1715）に平野屋又右衛門の所有となり、以後

助松屋、天王寺屋、高松長左衛門に移った。会

所とは年貢の徴収と管理に当たる所で、平野屋

新田会所は深野南新田を中心に 73 町歩程を支

配していた。かつて敷地には、広い土間と座敷

のある母屋や「千石蔵」と呼んでいた米蔵があ

り、銭屋川に面して船着場もあった。東隣にあ

る坐摩神社は当新田の開発に伴い大阪市中央

区の式内社坐摩神社を勧請したものであるが、

今は、地域の氏神として信仰されている。 

大東歴史散歩コース      
古堤街道に沿って・・・・・・・・         パート 7 

＜泉町地区＞ 



 

 

 

 

ロータリアンはこれまで、122 カ国、

20億人以上の子どもたちへのポリオ予

防接種を支援してきました。わずか 60
円ほどのワクチンで、一人の子どもを

生涯、ポリオから守ることができます。 

「End POLIO Now !：歴史に 1 ぺージを刻もう」 
キャンペーン支援の感謝状が届きました 

米山記念奨学会より第 36 回 米山功労クラブとして感謝状が届きました 



 

 

 

「意義ある業績賞について」 

大川 真一郎 会員 

1983～84 年度、わたしが幹事をしていました時

に、クラブが「意義ある業績賞」を受賞しました。

全員が参加して地域青少年健全育成事業に取り

組み、I.A.Cの協力を得て、小中学生に夕刻６時

の帰宅と、家庭の手伝いを全市域に毎日放送し、

呼びかけている。これは青少年に良い習慣をつけ、

事故防止につながり、同時に放送されている「野

崎小唄」と美しい鐘の音は、愛郷の心と連帯感を熟成するのに役立つと地域の人々

から感謝されている。この自動放送装置は市の防災行政基地に設置され、防災放送

面でも活躍することが見込まれ表彰となりました。 

＜以下当時の報告書＞ 

愛の呼びかけ運動（シックス・オックロック・コール）昭和 60年度 

青少年委員会活動報告 

・活動内容 

 青少年委員会は色々な面から青少年の健全育成を願い、住みよい町、住みよい地

域の環境づくりに青少年奉仕活動を行なってまいりました。 

 其の一環として少年団野球大会、チビッコ相撲選手権大会、中学校対抗の剣道大

会の他、愛の立看板の表示など、大東市々民特に青少年育成政策に協力してまいり

ましたが、「みおつくしの鐘」がヒントになって大東市全域にコールの出来る、愛の

呼びかけ運動「シックス・オックロック・コール」を設置することになりました。 

地域の方々が毎日定時に放送を聞き、それを習慣づけることで、青少年の非行を少

しでも減らしていくことが我々にとって大きな課題であると思います。大東市も現

在人口 12万の都市となり、今も増加の道を辿っております。この人口増に伴いまし

て、年々青少年の非行も多発化し、今や覚醒剤、シンナー遊び、ポルノ雑誌による

悪影響、万引等々数多くの非行問題を抱えておりますが、この子供達を見守り、善

導して行く為には、我々（親）地域社会の環境が大切な時期だと思います。 

 青少年健全育成のためには、非行等の起らない町造りに努力して行かなければな

らない今日、当委員会として、大東市行政無線を活用して大東市全域に放送“小学

生の皆さん、中学生の皆さん 6 時になりました早くお家に帰りましょう。お家のお

手伝いも進んで行いましょう。小学生の皆さん、中学生の皆さん早くお家に帰りま

しょう”とメロディー（野崎小唄）をアレンジして呼びかけております。昭和 58年

７月 21日の夏休みをスタートして、今日まで市民の方々からも大変親しまれ、好評

を頂いております。今後も大東市民の生活、環境の向上を目指して、ロータリーの

奉仕活動を続けて行きたいと思っております。 
 

1983～84年度意義ある業績賞「シックス・オックロック・コール」 

（全市域児童放送装置の設置） 

先週の卓話 


