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RI テーマ
ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！

Rotary International
国際ロータリー会長
K.R. ラビンドラン

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
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

第 2061 回例会

第 2062 回例会

① 開会 点鐘

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：上田 郁生
●幹
事：上山 惣太
●会報委員長：堀内 伸也

10 月 16 日（金）

☆卓話「議会のしくみ」 大松 桂右会員

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」
③ ビジターの紹介

★10/16（金）ＩＭ会長・幹事会

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

於：シェラトン都ホテル大阪

上山会員、桑田会員、谷村会員、中澤会員

3 階「三笠の間」17：00～19：00

木村夫人、品川夫人、高橋夫人

上田会長、上山幹事 出席予定

⑤ 会員結婚記念日祝 上田会員、柳会員
⑥ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

2015 年 9 月 25 日（金）
出席報告

⑦ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑧ 「ロータリーの友」紹介
長尾 穣治広報・雑誌委員長

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2060 回

27 名

16 名

66.7％

第 2058 回

27 名

20 名

83.3％

備 考
出席義務免除
4 名（出 1）
補
填
3名

⑨ 卓話 ｢今後の米山記念奨学会について｣
谷村 政哉米山奨学委員長
⑩ 閉会

点鐘

ニコニコ箱
●奥田さん、卓話楽しみです。

上田 郁生会員

●奥田さんの「85 年の回顧」卓話、楽しく聞かせて
＊例会前：10 月度定例理事会

もらいます。

池本 繁喜会員

●奥田会員の卓話、楽しみにしています。
★10/15（木）四和会（ホスト：八尾東ＲＣ）
於：シェラトン都ホテル大阪

森下 慶治会員
●奥田さん、卓話楽しく聞かせて頂きます。

20 階エメラルドルーム

桑田 タア子会員

受付 17：30～ 四和会 18：00～20：00
上田会長、石川副会長、上山幹事、
山本事務局員

●奥田さん、卓話楽しみです。

山田 哲男会員

●奥田さん、卓話楽しみにしています。
出席予定

大橋 秀造会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●つたない卓話ご辛抱下さい。本日の題は変更しま
す。お許し下さい。

というのがないようで、海外では称賛されている

奥田 長二会員

ようです。日本にはお年寄りを大切にし、敬うと

●野球楽しんで来て下さい。但し、ジャンケンの練習

いう素晴らしい文化があり、祝日にまでなってい

もして下さい。

鈴木 洋会員

ます。
品良く齢を重ね、敬われるにふさわしいロータリ

●今回合計

●累計

8,000 円

アンになりたいものです。

幹事報告

210,610 円

会長の時間

①次週は定款により休会です。
②地区大会の参加申込書の提出をお願いします。

先週はシルバーウィークがありました。台風の接近
もなく天候にも恵まれ観光地は賑わっていたようで
す。今年は曜日の並びもよく、5 連休の人が多かった

「85 年の回顧」

ようです。この先 4～5 連休のシルバーウィークにな

奥田

長二会員

るのは 2026 年になるようです。そのシルバーウィー
クの真ん中、9 月 21 日は敬老の日でした。お年寄り

この世に生を享けてより

を敬い感謝する祝日ですが、敬われるように年を重

85 年の間にはいろいろの出来事があり、いま目

ねているのか疑問です。

を瞑れば走馬灯のように甦る。

敬老の日の起源は一説には、593 年に聖徳太子が四天

小学校に入る頃すでに戦争が始まり、徐々に拡

王寺に非田院を設立したのが 9 月 15 日であったとい

大。国民学校と名称が変わり、教科の中で戦陣訓

う説があります。非田とは「慈悲の心をもって貧困

などが。各家庭に米穀通帳が配られ配給制度に。

病苦の人を救えば福を生み田になる。
」という意味が

太平洋戦争が始まり、中学の入試は公私立を問わ

あり、非田院は身寄りのない老人を収容する今の老

ず鉄棒の懸垂と身体検査のみ、入学後は国防色の

人ホームのような施設だったらしいですが、この説

制服、編上げ靴にゲートル、戦闘帽。授業は殆ど

は信憑性に欠けるようです。

無く、教練と勤労奉仕。大正飛行場の草刈（八尾

実際には 1947 年兵庫県多可郡野間谷村の村長と助役

中など公立校の生徒も一緒に）学徒動員で藤永田

が「老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村作り

造船。空襲。中学 5 年制が 4 年制に。多くの学友

をしよう。」と 9 月 15 日を『としよりの日』と定め

は憧れの予科練志願、少年航空兵志願者も。自分

敬老会を開いたのが始まりと言われています。その

の村も空襲を受け 10 戸以上焼失。B29 だけでな

後 1950 年頃から兵庫県全体で行なわれるようにな

く艦載機の低空で銃撃も。終戦。

り、1951 年に全国社会福祉協議会が 9 月 15 日を『と

卒業後は復員の兄と家業の製麺業で生うどん、そ

しよりの日』と定めました。

うめんの製造とか葡萄酒の精製と販売の手伝い。

1963 年に制定された老人福祉法で 9 月 15 日が『老人

預金封鎖、新円との交換、旧札の無効。

の日』に、15 日から 21 日までを老人週間と定められ、 事業の開始
1966 年には国民の祝日に関する法律が改正され「敬 嬉しかった事、出来た事
老の日」と改正されました。

昭和 28 年、柏原で燃料店店舗の購入。燃料店の

この祝日は日本独自のもので外国では老人を敬う日

開店。燃料店の倉庫用地の購入、燃料卸し薪、炭

の地方産地（岡山、島根、高知）との取引成功。 この 85 年間で世の中は大きく変化した。社会情勢
八尾での会社の土地の購入。大阪ガスの認可。ガ

教育、生活環境、家庭環境しかり、大きく言えば地

スショップ社屋の建設。株式会社奥田ガスセンタ

球環境しかり。

ーの設立。従業員の増加 4 名から 30 名、そして

しかし私の体験からどんなに世の中が変っても、常

現在 70 名に。リフォームショップシェモア八尾

に誠実に、たとえ自分に多少不利であっても常に誠

の設立、新社屋の建設（3f 床面積約 270 ㎡）。

の心を持って人と接し人を愛し、地域に貢献

ショップ協会労務担当副会長として 5400 名の制

する心があれば必ず道は拓ける。

服の制定（美津濃）、自動車の共同購入（ホンダ

地域に貢献の手始めとして本年 8 月に私たち夫婦の

技研）、時代に先駆け FAX を 190 店全店に導入成

母校柏原市立堅下小学校の全 16 教室に教育環境改

功。

善を目的にエアコンを寄贈させて頂いた。

平成 3 年

春日台カントリークラブでホールイ

ンワン達成、加茂 cc、春日台 cc、法隆寺 cc 会員

柏原市長、教育委員会より感謝状、学校全生徒より
感謝の手紙を頂く。

権購入。
公的資格
管工事

指名委員会より

大阪府知事許可建設業 第 020579 号

建築工事 取得

給水装置工事（水道局公認）大阪市、八尾市、東

9/25（金）例会前に開催された第一回指名委員会に

大阪市ほか 3 市

おいて、池本 繁喜会員が指名委員長に決定致しま

大阪ガス資格
備店

取得
サービスショップ

営業用機器設備店

住まいの設

した。

空調機器特約店
野球同好会より

大阪府立高等学校 170 校全校のガスに関する事
とガス機器のご用達および大阪府立病院

5 病

院の栄養管理の患者給食設備全般の機器の入替

10/2～4

え、メンテ全てを請負う

選抜野球大会が新潟で開催されました。

自宅の建設

娘の新居の建築

娘の結婚

2 人

の孫の誕生

2 人の孫の結婚 平成 26 年曾孫の

グレン＆千杯

田中作次旗

第 12 回

我が八尾東ロータリーは初戦を突破し 2 回戦に
進みましたが、残念な結果になりました。

男子誕生

来年も怪我なく、優勝目指して精進してまいりま

寂しいこと

すので今後とも宜しくお願い致します。

見渡せば村の中で 10 人程の同級生は誰もいな

また、遠路にもかかわらず応援に来て頂きました

い、中学時代の親友も、皆んなあの世とやらへ。

皆様、本当にありがとうございました。

父、母また家内の父母もそして私の兄、姉、同い
年の従兄弟も。
今は取残された悪友？とゴルフ三昧
辛かったこと
昭和 28 年に商売をはじめ漸く軌道に乗った時
（昭和 35 年）に、大口顧客 2 社の倒産。被害額
約 150 万円、自店の存続も危ない状態。
「社是」取引に手形は使わない（どんな良い話で
もお断り）
、辛いときでも借金はしない。

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

