
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 2,097,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 83.88％ 

 

 

・4/5  春の家族会 中止（オンライン例会に変更） 

・4/9  2022-23年度地区研修協議会 12：30-17：00 

      大阪国際会議場またはオンライン 

・4/12  例会 

・4/19  例会 

・4/19  次年度（2022-23年度）予定者第２回理事会 

         まんま家  18:30～ 

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 
 
 

◆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 

令和 4 年 4 月 5 日発行   No.2568 2022.3.29（No.2567）の例会記録 

 

 

  大東ロータリー会長テーマ 

    「 当意即妙 」 

◆ 出席報告（3月 29日分） 

 

     例会 オンライン例会 

       参加者 17名 

  

前々回 3月 15日分 

     例会 オンライン例会 

       参加者 18名 

     

後面に記載 

  

       「未定」 

     

 
２０２１年～２０２２年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  シェカール・メータ 

今週の予定   （4月 5日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中  恒夫 
■幹事 空門 満也 
■広報委員長 生駒 智人 
（会報） 

次週の予定   （4月 12日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

奉仕しよう みんなの 

人生を豊かにするために 

 

  

       「未定」 

    岡井 康弘 職業奉仕委員長 

 

      

      

 クリスマスの始まりについて」 

         森脇 克弥 会員     

 

      

 



 

 

             

 

皆様こんにちは、今日の例会は通常例会が開 

催できると思っておりましたが、大阪モデル 

が赤信号でありますので ZOOM 例会とさせ 

ていただきました。先々週の例会から、3 月 

15 日の例会は ZOOM での開催となり、初の 

試みでありましたが、樋口光平会員の経歴発 

表はすばらしく、大変良い例会となりました。 

また、国際ロ－タリ－の分野では、地区より 

ウクライナ支援の協力依頼について、 

会員の皆様にはお願いを申し上げたところではございますが、先日 3 月 16 日午 

後 11 時 36 分ごろ福島県沖を震源とする宮城県、福島県で震度 6 強の地震が観測 

されました。姉妹クラブであります。塩釜東ロ－タリ－クラブに当クラブ幹事よ 

り連絡を取って頂きましたが、詳しい状況が不明です。私も塩釜東ロ－タリ－ク 

ラブ会長の吉木会長に先日お見舞いの電話をさせていただきました。以前の地震 

の被害程でも無いようですが、やはり食器等が割れたり壁にひび割れがあるよう 

でした。再度義援金をお送りしたく思います。また、来年度 2022-2023 年度には 

55 周年の記念式典が予定されております。中嶋実行委員長はじめ準備等で動き始 

めて頂いております。大変ご足労お掛けいたしますが、皆様の御協力をお願いい 

たしまして会長の時間といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
会長 中 恒夫 

 

 

 

 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  委員長 岸沢 重和 

・桜が綺麗に咲き始め春らしくなってきました        中  恒夫 君 

・娘の卒業式に行ってきました               空門 満也 君 

                              

 

 

 

◎国際奉仕委員会                   委員長 中野 隆二 

 

2022 年３月２９日現在、ウクライナ義捐金は 

１９万 7000 円となりました。皆様の御協力、本当に 

ありがとうございます。 

 

 

 

◎米山奨学委員会               米山奨学生 蔡 淳安 さん  

 

米山奨学生の蔡淳安さんより、近況報告がござい 

ました 

 

 

 

 

                  

                「災害への備え」 

 

                         岸沢 重和 会員 

早いもので入会４年目になりました、岸沢と申します。日頃はニコニコ箱委員会 

委員長として皆様に大変お世話になり有難うございます。実は今まで経歴発表の 

機会にも恵まれず、初めての発表が手弁当の卓話ということになりました。折角 

なら皆様の前でお話させていただけると良かったのですが、まん延防止等重点措 

置も解除とはなりましたがまだまだ油断できる状況ではございません。今回、Ｚ 

ＯＯＭ開催となり何分不慣れのためお聞き苦しい点多々あるとは思いますが、一 

生懸命努めたいと思いますので宜しくお願い致します。 

先週の卓話 

委員会報告 



 

 

さてどのような卓話にすればよいか色々考えました。経歴発表をするにもざっと 

４５年振り返ってみましたがそんなに中身のある時間を過ごしていないので到底 

３０分も時間が持ちません。つきましては５分程で先に自己紹介を兼ねて経歴発 

表、続きまして災害への備えと題して 20 分程度発表をさせていただく２部構成 

にて進めさせてください。 

昭和 51 年 9 月 12 日生まれ４５歳、おとめ座、今はもうありませんが、ＪＲ四条 

畷駅前の小西産婦人科にて産まれました。母が大東市出身で、実家に預けやすい 

ということもあり四条畷学園幼稚園に入園。春には野崎まいり、秋にはだんじり 

と物心ついた頃から大東市にお世話になりました。小学校は東大阪市の地元、孔 

舎衙東小学校に入学。中学校は当時流行っていましたスクールウォーズに影響さ 

れラグビーをしたくて枚方市の啓光学園中学校に入学、しかしバスに乗り電車を 

２本乗り継ぐなど通学に１時間半ほどかかり、あまりにも遠くクラブ活動は断念、 

高校は近くの府立花園高校に入学し楽しい学生生活を過ごしました。大学は学力 

がバレない地方の大学をこっそり受験、福岡県で４年間を過ごしました。親戚、 

友達も１人もいない場所で最初は不安でしたが良い経験を沢山させていただきま 

した。 就職は父親から縁故採用で取引のあった松下電器への話があり安心して 

いたのですが、就職難と言われた時代でしたので知らぬ間に話は立ち消え、結局、 

親子鷹で配管工事業を営んでおられる方にお世話になり修行させていただきまし 

た。その後、父親の会社、岸沢設備工産を継ぐために会社に戻り、２６歳で大学 

時代からの知り合いと結婚、長男・次男にも恵まれました。同じ頃、中野隆二先 

輩に大東青年会議所に誘っていただき入会、１１年間お世話になりました。自慢 

できるのは在籍年数だけで大した活躍もしておりませんが、出会いと学びが今の 

自分の基礎となっております。３８歳で会社の代表となり従業員１０数名の小さ 

な会社ですが、仲間に恵まれおかげさまで日々忙しくさせていただいております。 

また、４０歳で長女が産まれ、若い頃とは違い、少しココロのゆとりを持っても 

う一度子育てを楽しませてもらっております。これからも諸先輩方のご指導をい 

ただきながら仕事、家庭、ロータリーに励んでいきたいと思います。今後共宜し 

くお願い致します。それでは本題に入りたいと思います。阪神淡路大震災から２ 

７年、東日本大震災から１１年が経過しました。南海トラフ地震もいつ発生して 

もおかしくないとニュースなどでよく耳にしますが、皆さん万が一の準備はどの 

くらいされているでしょうか？先日も東北で震度６強の地震が発生して関東は電 

力不足に陥るなど何かと騒がしい今日この頃です。大東市の中垣内浜公園、大阪 

産業大学の南側にきれいな公園が整備されております。遊具や砂場もありますの 

で娘とよく遊びに利用させていただいているのですが、ある時併設されているグ 

ラウンドを眺めていますと災害時避難所用のベンチが設置されていることに気が 

つきました。と同時にこのベンチの使い方をご存じの市民の方はどれくらいおら 



 

 

れるのだろうと疑問に思い今回、卓話のテーマにさせていただきました。災害時 

には３つの助けが必要だと言われております。自助、自分の命と財産等を守るた 

めに自分で防災に取り組みこと先ずは自らと家族を守ってくださいということで 

す。これが７割です。共助、災害に関連して、近所や地域の方々と助け合うこと 

これは２割と言われております。公助、市町村をはじめ警察、消防等による公的 

な支援実は１割だそうです。これは被災者の数が多ければ多いほど届くまでに時 

間がかかります。災害対策の基本は一人一人が防災意識を高め自助の力を高める 

ことです。また、自分一人では対応できなくなった時、頼りになるのが共助です 

。災害発生に備え知識と準備により減災への取り組みが重要になってきています。 

これが実際に設置されているベンチの写真です。このベンチ、災害時にどのよう 

にして使用できるかご存じでしょうか？じつは有事の際、炊き出しのかまどに使 

用できるベンチなのです。上部が外れる構造で下から薪をくべ、ずんどうなどを 

煮炊きすることに使用できます。次にこれは太陽光発電式ＬＥＤ街路灯です。こ 

の街灯も全てではないのですが要所に設置されております。こちらは防災倉庫に 

なります。水、毛布、食料などが備蓄されております。次にこちらの写真をごら 

んください。これも中垣内浜公園に設置されているものですが何だと思われます 

か？これは災害時にトイレとして使用できるマンホールトイレと呼ばれるもので 

す。避難所で過ごす中で困ったことのアンケートをご覧ください。当然ながら普 

段と異なる環境なのですから様々な問題が発生します。お風呂や食料の問題、プ 

ライバシーの確保などございますがやはり１位はトイレとなっております。避難 

所でのトイレの不満は大きく実に６０％の方が何らかの困った経験をされたとい 

う結果でした。ひとたび災害が発生し水洗トイレが機能しなくなると実はかなり 

大変なことが起こります。排泄物の処理が滞り、感染症や害虫の発生が引き起こ 

されます。トイレが不衛生であるために不快な思いをする被災者が増え、トイレ 

の使用をためらうことにより排泄を我慢すること、水分や食品摂取を控えること 

につながり栄養状態の悪化や脱水症状、エコノミークラス症候群などの健康障害 

を引き起こす恐れがあります。では災害用トイレに求められることにはどのよう 

なことがあるでしょうか。まずは、雨風に強いこと、です。災害は季節を選びま 

せんのである程度、強度がないといけません。雨漏りや風で倒壊するようなもの 

ですと安心して使用ができません。次に組立が容易なこと、組立に時間がかかる 

ような商品では困ります。着替える広さがあり施錠可能なこと、避難所ではプラ 

イバシーが守られにくいため着替えにも利用できることが求められます。次に照 

明があること、忘れがちですが大事なことで夜間の使用も想定して乾電池式の照 

明を準備しておきたいものです。最後に、男子と女子と別れていることなどが挙 

げられます。災害用トイレは基本５基を１セットで設置されることが多く、男女 

２基ずつ、１基は高齢者・身障者用を想定しています。また、高齢者、身障者用 



 

 

には別に洋式便器の確保や手すりの取付、段差がないことも重要です。災害用ト 

イレには大きく分けて直結式と貯留式があります。直結式はクボタケミックスと 

いう会社が中心となり開発されたシステムです。長所としましては、後に説明し 

ます貯留式と比べて比較的安価に設置できます。このように公共桝に直接接続さ 

れています。（１２枚目）使用する排水管もリブパイプという管の外周にリブが設 

けられたプラスチックパイプです。一般の配管材料より耐震性に優れています。 

欠点としましては、流出先の配管が地震などで断絶してしまいますと使用できま 

せん。一方、貯留式は積水化学が阪神淡路大震災で被災した神戸市と共同開発し 

た商品です。神戸市の小学校に伺い実際に視察させていただいたのですが、市内 

の避難所を中心にこの災害用トイレが設置されており６０箇所３００基がいつで 

も稼働できる状態です。長所としましては貯留槽を埋め込む構造となっています 

ので３日間貯留が可能です。そのため流出先の配管が断絶していても使用可能で 

す。短所は昔のいわゆるぼっとん便所のような構造のため大量の水が必要となり 

ます。実際神戸市の小学校では貯留槽を一緒に埋設して手押しポンプにてくみ上 

げるようになっていました。そのためコスト的には高くなるのが短所です。少し 

話がそれるのですが阪神淡路大震災の際、神戸市で実際に起こったトイレの話を 

させてください。平成７年１月１７日ＡＭ５時４６分に阪神淡路大震災が発生し 

ました。発生直後から住宅の倒壊などで続々と避難所に人が集まり始めます。直 

ぐには避難所の状況把握が困難で市の対応が遅れるうち市民からトイレの苦情が 

殺到したそうです。当時の神戸市は水洗化率が９７％で仮設トイレの備蓄はゼロ、 

使えたバキュームカーはたった５台、全国から仮設トイレとバキュームカーの支 

援を受けたそうです。高い水洗化率が逆に仇となったことになります。1 月１８ 

日はわずか７９基、1 月２１日でも５２４基、１月３１日には２３８１基、最終 

的には３０００基に達しました。避難者の１００人に１基いきわたったところで 

設置の要望は減少したそうです。となると先程紹介した神戸市の貯留式トイレは 

６０箇所３００基だったので全く足りていない計算になります。じつは神戸市の 

人口は１５０万人、避難者想定を２０万人の計算をしており直結式のマンホール 

トイレを８００基、貯留式を３００基、し尿凝固型を４２７基、汲取り型を７３ 

基それぞれの特徴をとらえて複合的に備えているわけです。災害先進都市とでも 

いえるのではないでしょうか。一時避難所と広域避難所、指定避難所、福祉避難 

所を災害の種類（火災・風水害・津波など）により区分して管理をされておりま 

す。一時避難場所は災害時の危険を回避するために一時的に避難し身を守る場所 

です。中垣内浜公園はこの一時避難所にあたります。広域避難場所は地震などの 

災害時に火災が延焼拡大し地域全体が危険になったときに避難し身を守る場所で 

す。指定避難所は災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に一定期 

間の避難生活を行う施設です。福祉避難所とは、災害時に高齢者、障碍者、妊産 



 

 

婦、乳幼児等、一般的な避難所では生活に支障があり、特別な配慮がされた施設 

です。この機会にお住いの自治体のホームページからハザードマップ、指定避難 

場所を確認していただけると幸いです。ここから少し今日からできる防災豆知識 

としましていくつかご紹介したいと思います。食器をラップで覆えば洗い物要ら 

ず。被災生活ではラップが大活躍します。災害が発生すると水の使用量が制限さ 

れます。使用した食器を洗えない…といった場面に遭遇することがあります。そ 

んな時食器をラップで覆ってから食品を盛りつけしましょう。ラップで食器を覆 

うことにより食器が汚れません。食事が終わればラップを処分するだけで衛生的 

に食器を使用できます。防災グッズの中にご準備をキッチンばさみがあればまな 

板なしで調理可能なるべく手軽に食事の準備ができることが大切です。まな板が 

ない場合などにも活躍しますのでぜひ検討してください。大判のハンカチは何か 

と便利。大きなハンカチは感染症対策や粉じん除けに利用できます。災害直後は 

物資不足によりマスクがなかなか手に入らないといった事態に陥ることもあり、 

大伴のハンカチは用途が多いためストックしてください。雨、風、粉じん対策に 

レインコート雨対策として知られているレインコートは汚れや寒さから身を守る 

効果が期待できます。もともとレインコートは雨を凌ぐためのものなので高い防 

水機能を誇ります。風を通しにくいという特徴もありますので着用するだけで外 

部から身を守ることができます。ペットボトルの水などは賞味期限が過ぎても捨 

てないでご自宅にペットボトルの水を常備されている方も多いと思いますが、賞 

味期限の切れたお水はどうされていますか？実は賞味期限の切れた水も生活用水 

に利用できます。顔をあらったり歯を磨いたりトイレの水として利用可能です。 

備蓄スペースに余裕のある方は捨てずに保管しておいてください。ここに挙げた 

ことはほんの一例に過ぎませんが少しの知識が事態を左右します。前提にとらわ 

れず備える。東日本大震災・原子力災害伝承館館長高村昇氏の言葉です。今まで 

はこれで大丈夫だった、大丈夫だろうではなくしっかりとらわれずに準備をする。 

とても大切なことだと思います。大東市の公園には災害用避難施設が準備されつ 

つあります。しかし私の住む東大阪市ではほとんど進んでおりません。防災への 

備えは自治体任せになっているのが現状でしてお住まいの地域によりかなりの格 

差が生じているのが現状です。本来なら国が率先して平準化していくべきと考え 

ますが皆様はどのようにお考えになられますか？また、設置完了から１6 年が経 

過した神戸市も市民がこのようなトイレが避難所に設置されていることを知らな 

いという問題も出てきているそうです。大東市も折角良い施設があるのですから 

地域のお祭りや避難訓練などで実際に使用することが大事だと思います。今回の 

発表を通じて、いざという時、判断の一助になれば幸いです。ご清聴ありがとう 

ございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


