
★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
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★http://www.yaohigashi.org/  E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

第 2069 回移動例会

地区大会に伴い日時・場所変更

☆地区大会 2日目

例会：12：00～ 於：国際会議場 5Ｆ

① 開会 点鐘

② 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

③ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

④ 閉会 点鐘

◎夢のデュオコンサート 11：00～12：00

◎式典 13：15～15：00 於：国際会議場

◎特別シンポジウム“究極の職業奉仕”

基調講演①＆② 15：30～16：40

◎式典・閉会   16：45～17：30

第 2070 回例会 12月 11 日（金）

★例会前：12月度定例理事会

☆12月誕生月祝

石川会員、森田会員、垂井会員、坂原夫人

☆12月結婚記念日祝 谷村会員

☆｢ロータリーの友｣紹介

        長尾 穣治広報・雑誌委員長

☆卓話「『メンタル』について」髙岡 正和会員

ニコニコ箱

●髙井様、大谷様、ご訪問ありがとうございます。

鈴木さん、卓話楽しみです。  上田 郁生会員

●私、体調すぐれず長い間例会を欠席し、皆さんに

ご心配になりました。深く御礼申し上げます。

               森田 時男会員

●欠席のおわび。皆様、お久し振りです。

              桑田 タア子会員

●鈴木さん、卓話楽しみです。  大橋 秀造会員

●鈴木さん、卓話よろしくお願いします。

大松 桂右会員

●髙井ＩＭ実行委員長、大谷ＩＭ副実行委員長、表

敬訪問、御苦労さまです。

鈴木さん、パート 2待っていました。

               池本 繁喜会員

●鈴木さん、卓話ご苦労様です。 奥田 長二会員

●大阪柏原ＲＣ髙井様、大谷様、ＩＭホストクラブ

ご苦労様です。

森田さん、久し振りです。   森下 慶治会員
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2015年 11月 27日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2068回 28名 14名 53.8％
出席義務免除

4名（出 2）

第2066回 28名 16名 64.0％
補    填

1名

Rotary International

国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン

2015‐16 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

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２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●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

ベテランと若手の団結で

品格あるロータリー活動を！



会長の時間

11 月 24 日に H2A ロケット 29 号機が打ち上げられま

した。先代の HⅡロケットから改良を重ね、2001 年

の試験機が打ち上げられて以来、今回で 29回打ち上

げられています。打ち上げは 29 回中 28 回成功して

おり、H2Bロケットを含めると打ち上げ成功率は97％

と高い成功率になっています。

今回の打ち上げは日本初の「商業衛星」の打ち上げ

で、カナダのテレサット社の通信放送衛星を搭載し

ての打ち上げでした。打ち上げ費用も HⅡロケットか

ら比べると打ち上げテスト費用が40～50億円低く抑

えられている上、日本が得意とする低燃費技術を駆

使することにより燃費が大幅に改良されているそう

です。

例えば燃料タンクを特殊な塗料で白く塗ることによ

り、今まで太陽熱で蒸発していた燃料 30％も蒸発か

ら防ぐことができるそうです。また推進力を得るた

めの燃料への点火ですが、今まで 2 回だったのに対

し、日本が世界で初めて 3 回点火に成功しました。

これにより軌道に乗った衛星の寿命が大幅に伸びる

ようです。打ち上げコストも低く低燃費ということ

で、世界から商業受注が増えることが期待できます。

先日の MRJ（小型ジェット旅客機）とともに、高い技

術力により世界に進出し、日本経済に貫献できるよ

う期待します。

幹事報告

①地区大会の為、次週の例会は 12/4（金）では

なく、12/5（土）に移動例会となります。

参加の方は、地区大会用の名札をお忘れなく、

12：00 に国際会議場 5階に集合下さい。

「県境の謎｣（パート 1）

鈴木 洋会員

１ 廃藩置県から「４７都道府県」の成立へ

  １ 明治維新までに行政区分「五畿七道」

    古代律令制のもと、天武天皇の時代に確

立したといわれている。東北から九州ま

でを都に近い畿内(山城、大和、河内、

和泉)と七道(東山道、東海道、北陸道、

山陽道、山陰道、南海道、西海道)に分

け、さらにそれを６６国２島(対馬、壱

岐)に区分した。

  ２ 奈良県が地図から消えた

    明治９年に堺県に合併され同１４年に

●①つたない卓話、よろしく。

②野球がんばってきて下さい。   鈴木 洋会員

●朝、晩、寒くなりました。

鈴木様、卓話よろしくです！   長尾 穣治会員

●今回合計 19,000 円

●累計  275,110 円



大阪府に合併された。明治２０年間１１

年間、奈良県は地図から消えていた。

３ 四国は愛媛と高知の二県の時代あり

    明治９年から３年半は愛媛と高知の２

県だった。

４ 石川県は人口日本一の大県だった(福

井、石川、富山)

    明治１３年の人口は１８３万人強で東

京、大阪より多かった。

２ 県道に秘められた歴史

１ 徳島県だった淡路島

    明治９年に兵庫に編入されるまで、徳島

だった。

２ 兵庫県は六つの旧国から成る連邦県

    但馬、丹波、淡路、摂津、播磨、備前の

一部の旧６国からなる。

３ 日本一大きい飛び地(北山村)

    和歌山、三重、奈良の県境が交わる瀞峡

の近くに、和歌山県の飛び地(北山村)

がある。面積は４８平方キロあり練馬区

と同じ。

３ 県境をめぐる争い

  １ 日本一摩訶不思議な福島、山形、新潟の県

境

    僅か１メートル幅の福島県が山形、新潟に

挟まれ７．５キロも続く。

  ２ 埋め立て地は何処に帰属する(愛知と三

重)

    木曽川三角州近くの埋め立てを三重が請

願し国が実施した。もめにもめて、３０年

かかり痛み分けで決着した。

３ 富士山は誰のもの

    山梨と静岡の県境にあるが、山頂から東斜

面５キロメートルほどの間が今も県境未

定地である。８合目から上は国か浅間神社

の所有かで、１７年間争いの結果昭和４９

年に浅間神社のものとなった。

  ４ 平成の大合併で越県合併した唯一の村(長

野から岐阜へ)

    中山道の馬籠宿のある長野県山口村が岐

阜県中津川市に合併した。

４ 土地でない工作物

  １ 「海ほたる」神奈川と千葉県境にある

ＰＡ

    木更津人工島といい、住所は木更津市中島

先となる。土地が登記されず地番がないと

きはこのようにする。
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