
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （10 月 18 日） 

次週の予定   （10 月 25 日） 

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 大東  弘 
■幹事 田川 和見 
■会報委員長 小林 誉典 

◆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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

平成 28 年 10 月 18 日   No.2354   H28.10.11 (No.2353 の例会記録) 

先週の例会報告 

人類に奉仕するロータリー 第 2660 地区ガバナー方針 

「 The Ideal of service 」 
 

松本 進也 

２０１６年～２０１７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 

「 温故知新 」 

◆ 出席報告（10 月 11 日分） 

会員数 39名 出席数 33名 欠席者 3名 

特定免除 2名 その他免除 1名 

出席率 91.67％ 

 

前々回 9月 27日分 

ホームクラブの出席者 33名  89.19％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除 2名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

   
＜ゲスト＞ 

第 2660 地区 IM3 組 ガバナー補佐 富永良太 氏 
川西猪名川 RC 林 健一 氏 

 
・10/18 例会 弁論大会贈呈式 

・10/25 ガバナー公式訪問 
 
・11/8  夜間例会・社会奉仕情報集会 

・11/11  弁論大会 14:00~ 

・11/13  インターアクト 年次大会 10：00～ 

・11/22  第 2 回幹事会 15:00~ 

・11/22  例会休会 
 
・12/9-10 地区大会  

・12/13  第 49 回クリスマス家族会 

・12/27  例会休会 

後面に記載 

「 米山月間に因んで 」 
 米山奨学生 カドゥカ マダンさん 

担当 安田智洋 米山奨学委員長 

ニコニコ箱 

お知らせ 

国際ロータリー会長   ジョン・ジャーム 

  

松本進也ガバナー公式訪問 



 

 

 
 

みなさん今日は。 

本日は富永ガバナー補佐をお迎えしての例会であ

ります、ガバナー補佐には後程お話しを頂きますの

で宜しくお願いいたします。また例会終了後にはク

ラブ協議会も開催しますので宜しくお願いします。 

そして、先週は秋の家族会がありましたので二週間

ぶりの通常例会でありますその間、先々週の 10 月 1 日土曜日には大東市社会福祉協

議会発足 60 周年記念大会が有りその場で、感謝状をいただいて来ました。 

また、10 月 4 日～5日は台風 18 号との睨み合いの家族会でしたが、参加頂いた会員

並びに奥様のおかげでまた、空門委員長はじめ親睦委員会メンバーのおかげで奇跡

的な天候での家族会でありました。有難うございました。 

そして10月8日土曜日には、大東市立子ども発達支援センターでＷＣＳ事業として、

東村委員長をはじめ多くのメンバーの皆様と、遊具「汽車スインギー」の贈呈式を

行ってまいりました。 

さて、今日は私が今年の春先に読んだ本に、「無私の日本人」という本があります。

著者は磯田道文 氏でありまして、内容は、江戸時代に存在した三名・（穀田屋十三

郎・中根東里・大田垣蓮月）の生き様を描いた本であります。その中で穀田屋十三

郎という方のお話させていただきます。今から 240 年ほど前の江戸時代中期 仙台

藩吉岡宿での出来事です。吉岡宿は「伝馬役」が役目として課せられておりながら、

藩の助けもなく、破産者夜逃げ者が相次ぐ、すこぶる貧しい町でありました。この

ままでは吉岡宿は滅んでしまうと、穀田屋十三郎らが自ら動き、金（千両）を藩に

貸し付けて、その利子を、全住民に配る仕組み（今で言う福祉基金のようなもの）

を考えたのです。九人の篤志家（とくしか）が身売り覚悟で千両（現在では三億円）

をこしらえ、何度も藩と交渉しました。藩はあれこれいって金を多めに吸い取ろう

としましたが、なんとか認められました。基金を考えてから 6 年後のことです。こ

の九人の篤志家は見上げた人たちで、基金ができた後、藩から褒美の金をもらって

も、それさえ住民にすべて配っていました。おかげで町は江戸時代を通じて人口が

減ることが無かったそうです。 

九人の篤志家とは、商人・両替屋・造り酒屋・茶師・味噌屋など七人と庄屋（肝煎・

大肝煎）の二人の計九人でありました。これは、ロータリーで言うところの職業人

であり、240 年前の日本でこの様な奉仕活動が行われてことに感動しました。 

皆さんも、時間があれば一度本を読むか、本とはちょっと違うんですが「殿、利息

でござる」の題名で映画化されてます、 近ではレンタルもあるようです、一度見

てみて下さい。 

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

そして、穀田屋十三郎は 後に、「わたしのしたことは人前で語ってはならぬ、わが

家が善行を施したなどとゆめゆめ思うな、何事も驕らず、高ぶらず地道に暮らせ」

と家族に言い残したそうです。 

無私、の意味を噛みしめて会長の時間とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６～２０１７年度 
 

●第４回クラブ協議会開催● 

10月 11日（火）例会後、富永ガバナー補佐をお迎えして第４回クラブ協議会が開催

されました。 

大東会長の本年度運営方針発表の後、本年度５大奉仕委員長による活動計画の発表、

その後富永ガバナー補佐を囲んでの質疑応答、ガバナー補佐の所感を頂き田川幹事の

閉会のことばにて無事閉会しました。 

次回は２０１７年１月１７（火）例会後、を予定しております。 

 

 

 



 

 

 

 

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

・誕生日 自祝      中嶋 啓文 君 小川 芳男 君 中野 秀一 君 

・結婚記念日 自祝   大東  弘 君 樋口 秀和 君 中野 秀一 君 

・結婚記念日 自祝      岡井 康弘 君 

・お世話になります  川西猪名 RC    林  健一 氏 

・家族会、WCS 事業贈呈式 参加ありがとうございます 感謝 大東  弘 君 

・秋の家族会 親睦委員会ご苦労さまでした  

会長・幹事ありがとうございました 感謝   中嶋 啓文 君 

・秋の家族会 親睦活動委員会 皆様ありがとうございました  

二次会、会長・幹事ごちそうさまでした 感謝   杉原 巨峰 君 

・空門さんありがとう      岡本 日出士君 

・秋の家族会 会長、幹事、委員長、皆さんありがとうございました 感謝 

         大西 寛治 君 

・大東会長、田川幹事、空門委員長、大変お世話になりまして 

ありがとうございました 感謝     上田 正義 君 

・家族会では、会長・幹事、親睦委員会の皆様 

大変お世話になりありがとうございました   髙島  登 君 

・すいません 何回か欠席しました    大矢 克巳 君 

・家族会楽しかったです 空門委員長有難うございました   佐藤 多加志君 

・空門委員長、秋の家族会 大変お世話になりました  

東村委員長、WCS 贈呈式ありがとうございました  木村 克己 君 

・秋の家族会ＩＮ道後しまなみ 台風がせまる中、無事帰阪できました  

参加いただきました皆様ありがとうございました 感謝 空門 満也 君 

・空門親睦委員長、お疲れ様でした 大東会長、田川幹事ありがとうございました  

髙島さん、道後の夜 ごちそう様でした   間  紀夫 君 

・空門委員長、お疲れ様でした 田川さん、ありがとうございました 感謝 

         柿木  篤 君 

・東村委員長、贈呈式参加できず すみません   森田 武雄 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び      橋本 正幸 君 樋口 秀和 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び      上田 陽造 君 西條 義昭 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び      藤本 和俊 君 福富 經昌 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び      小川 芳男 君 中  恒夫 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び      小林 誉典 君 大矢 克巳 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    森岡 信晶 君 中野 隆二 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    西山 潤一 君 森脇 克弥 君 

・親睦会欠席 （秋の家族会） お詫び    森田 武雄 君 岡井 康弘 君 

委員会報告 



 

 

◎親睦活動委員会       空門 満也 委員長 

10 月 4 日５日と 2016-17 大東ロータリークラブ秋の家族会といたしまして、道後

しまなみの旅行に行ってまいりました。 

台風１８号が迫る中、参加されました方々の日頃の行いの為でしょうか、大した

影響を受けることなく無事帰阪することが出来ました。また、頼りになる添乗員や

愉快なバスガイドにも恵まれ、非常に有意義な親睦の時間を過ごせたことと思います。 

ご参加いただきました会員の皆様、ご夫人の皆様には心より感謝申し上げます。

そして、１２月１３日にはクリスマス家族会もございます。 

ご参加の程宜しくお願い申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「  経済と地域社会について   」   

 

 

 

 
 

 

               岡本 日出士 会員 

大東市は古来より農村としての歩みを続けて来たが、明治 28 年片町線の開通で大阪

市内から多くの人が、生駒聖天、石切神社、瓢箪山稲荷への参詣で住道駅界隈から中垣

内の沿道が恰も繁華街の雑踏の如く大いに賑わい、飲食店、土産物、休憩所等が多くの

利益を得たが、大正3年近鉄奈良線の開通により沿道の賑わいはなくなった。 

片町線の開通と同年、住道駅東南に約 15 万平方米の敷地をもって紡績工場が建設さ

れ４年後、鐘紡住道工場となり工場内に国鉄の線路も引き込まれた。 盛期には従業員

先週の卓話 

 
◇２０１６年～１７年度 インターアクトクラブ年次大会のご案内◇ 

 

1.開催日時  ２０１６年１１月１３日（日） 午前９時３０分 登録開始 

                 午前１０時００分 開会 

                午後１５時３０分 終了予定 

2.開催場所  大阪桐蔭中学校高等学校（本館） 

3.テーマ    多様な生物との共存－未来に豊かな水源の森を 
 
大阪桐蔭中学校高等学校インターアクトクラブ、大東ロータリークラブがホスト 

にて開催されますので、多数のご参加の程よろしくお願い致します。 



 

 

３，０００人うち男子は５００人ぐらいで同時代の住道町の人口は約５，３００人うち

女性は２,６００人であり又鐘紡の関係か、縫製工場（ミシン屋）が数１０社もあり地

方からも多くの縫製工が従事していた。この従業員の人々の購買力も合わせ、生駒聖天

等への参詣客が近鉄の方に移ったにもかかわらず、住道駅周辺の商店は発展を続け、近

隣の四條、南郷、東大阪北部、門真南部、四條畷、星田等を商圏として、呉服屋さんが

７、８店もあり飲食、雑貨他の店舗も軒を並べて賑わっていたようです。 

昭和１８年太平洋戦争下、松下飛行機㈱大阪府住道工場が現在の三洋町、朋来地区に

約３０万平方米の敷地に建設され３機の飛行機が完成したそうです。 

戦後解体され跡地の一部は朋来地区の住宅地となり、残地は昭和２５年当市 大の三

洋電機㈱住道工場が誕生した。住道工場は従業員約８，０００名、市内には関係企業が

３０数社あり大東三洋会を結成していたそうです。 

三洋電機のおかげをもって市民の多くが雇用の機会を得ることが出来、大東市も多く

の税収で潤うことが出来たと思う。 

扨現在の大東市、人口は平成１７年の国勢調査で１２６，５０４名（１５～６４才の

生産年齢６８．５%）２２年１０月 １２７，５３４名（６４．８%）２７年１０月 

１２３，４６６名であり、小学生は６，４５９名であり、その内一年生は≒１，０００名、

中学生は３，６５５名であり、三年生は≒１，３００名となっており毎年漸減している。

減少していく出生数にどう対処していくのか重要な問題である。 

平成２６年度の税収は市民税（個人≒５５億 法人≒１３億）＝６８億であり、固定

資産税は≒７２億であり税収は≒１７０億円で、国、府からの交付金をあわせ一般会計

予算は約４００億円で経常収支は黒字である。 

大東市は近年ベットタウンではなく大阪府下では大阪市と共に数少ない

と云われる、昼間の人口が夜間人口より多い商工業市であったが、現在は

どうでしょうか。 

少子高齢、生産人口減少という経済活動にとっては強い逆風の中だが当

市の企業は時代の先を読み常に改革、刷新に取り組み激動する社会に取り

残される事なく進歩、発展を続けていく事と思う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今月のお誕生日花は、ハロウィン月に因んだお花での
アレンジを致しました。 
ハロウィンとは、西洋文化の中で日本のお盆に当たり、
実りの秋の収穫祭と共に行われます祭事となってます。 
近年ハロウィンブームの中、生花での装飾もよく行わ
れるようになって参りました。 
お誕生日おめでとうございます。 
＜使用花材・花言葉＞ 
フォックス フェイス―真実 
黄花コスモス―乙女のまごころ 
エリンジューム(紫)―秘密の愛情 

 
10 月のお花 


