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ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
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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

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

●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

2016 年 3 月 4 日（金）
出席報告

第 2081 回例会
① 開会 点鐘
② ソング ｢クラブソング」

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2080 回

28 名

18 名

75.0％

第 2078 回

28 名

16 名

64.0％

備 考
出席義務免除
4 名（出 0）
補
填
1名

③ ビジターの紹介
④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」
ニコニコ箱

⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

●本日は本のＰＲさせて頂きます。
東大阪みどりＲＣ

⑥ 卓話 ｢私の履歴書｣ 浦本 修三会員
⑦ 閉会

井上 善博様

点鐘

植田 稔久様
★3/11（金）八尾 LＣ チャーターナイト
55 周年記念式典・祝宴
於：リーガロイヤルホテル
式典：2 階

桐の間

祝宴：3 階

ロイヤルホール

●大橋さん、卓話よろしくお願いします。楽しみに
しています。

上田 郁生会員

●大橋さん、「八尾の歴史」楽しみです。
結婚記念日祝と妻の誕生日祝をいただきありがと

石川副会長

う。
出席予定

池本 繁喜会員

●大橋会員の卓話楽しみにしています。

★3/12（土）

森下 慶治会員

「会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）」
「地区チーム研修セミナー」合同開催
於：国際会議場

10 階（会議）

登録：15：00～15：30

会議：15：30～18：00

中澤会長エレクト 出席予定

●大橋さん、八尾の歴史楽しく聞かせて頂きます。
桑田 タア子会員
●次男は添上高校に進学し、体操することになりま
した。

山田 哲男会員

●卓話よろしくお願いします。
結婚記念日お祝ありがとうございます。
第 2082 回例会

3 月 18 日（金）

☆卓話「生涯健康脳」池本 繁喜会員

大橋 秀造会員
●大橋さん、卓話楽しみです。

鈴木 洋会員

★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

●大橋会員、卓話よろしくお願いします。

文化であり伝統工芸です。

石川 義一会員

日本の伝統工芸の後継者がいなくなっているニ

●おかげさまで足がずいぶんよくなってきました。

ュースをよく見聞きします。なくしてはいけない

安田 憲司会員

古き良き伝統文化と伝統工芸を守っていくため

●大橋様、卓話よろしくお願いします。
本日、第 2 回次年度理事役員会合欠席のおわび。

に、ロータリーとして何か力になることはできな
いのかと感じた一日でした。

大松 桂右会員

幹事報告
●今回合計

21,000 円
①PDCA リストの未提出の委員長は必ず 18 日ま

●累計

でに、事務局まで提出をお願いします。

573,610 円

3 月結婚記念日祝
上山会員・池本会員・大橋会員

3 月誕生月 祝
浦本会員

会長の時間
3 月 3 日はひな祭りでした。私は兄弟は兄、子どもは

「八尾の歴史」
大橋

秀造会員

八尾市は大阪府の中央部に位置し、西は大阪
市、北は東大阪市、南は柏原市、東は奈良生駒
郡に接する地域です。面積は 41.7ｋ㎡、人口は

5 人とも息子、孫も 2 人男の子という男だらけの環境

27 万人余りであります。八尾市域の歴史は、平

で生活してきましたので、ひな祭りとは全く無縁の

野部と山麓部のそれぞれの開発の歴史でした。

ものでした。しかし 3 人目の孫が女の子で、初めて

今から 5500 年ほど前の縄文時代、八尾市域の平

ひな祭りを経験しました。

野部はほとんど海底でした。人々は高安山周辺

ひな祭りの起源ははっきりしていませんが、平安時

部に住みました。

代には「遊びごと」として雛あそびの記録があり、
紙で作った人形を川に流す「流し雛」の風習も記録
されています。雛人形は厄よけの守り雛として祀ら
れるようになったとされており、江戸時代には「雛
あそび」と「節句の儀式」が結びつき、人形を飾る

その後、現在の大和川の祖先である無数の小
河川から土砂が運ばれ、弥生時代にはいくつも
の集落がつくられました。古墳時代に入ると、
平野部や高安山で古墳がつくられ、特に 4～5 世
紀の高安古墳群は、その規模や数からも大阪府
下を代表する古墳群です。

ようになって、それ以降一生の災厄をこの人形に身

587 年には、聖徳太子と八尾付近を本拠とする

代わりにさせるという祭礼的な意味合いから武家を

物部守屋が戦ったと言われます。765 年には称徳

子女などの嫁入り道具の一つとして数えられるよう

天皇の寵愛を得て、八尾に弓削行宮（西の京）

になり、自然と華美になり贅沢なものになっていっ

を造営したと伝えます。

たようです。
私も初めて雛人形をまじまじと見ましたが、非常に
精巧に出来上がっており、着物も本物と変わらない
くらい精巧に仕上がっています。これは日本の伝統

市域には中世から近世にかけて、創建又は復
興された寺院がたくさんあります。西大寺 叡尊
が再興した教興寺、太子信仰の中心寺院 大聖勝
軍寺、河内守護 畠山氏の菩提寺真観寺、本願寺
8 世蓮如の所縁のある顕証寺、慈願寺・恵光寺、

八尾寺内町の中心 大信寺などです。
また、八尾は綿づくりや河内木綿の産地として
も有名でした。これは大和川が付替えられる 1704
年以前から知られていましたが、付替え後の新田
開発が綿作であったことも重要でした。
近代の八尾の発展の基礎となったのは、鉄道敷
説です。明治 22 年に大阪鉄道株式会社によって、
湊町―柏原間の敷地工事が完成し、安中新田に八
尾停車場がつくられました。これにより、この付
近に近代工場が次々とつくられました。
八尾市が発足したのは昭和 23 年（1948 年）で
す。田園都市として着実な発展を遂げてきた八尾
市ですが、現在はほとんど住宅地となり、市域全
体が都市化し、現在に至っています。
（参考：八尾市立歴史民俗資料館）

3 月度定例理事会報告
幹事：上山
●日

時：2016 年 3 月 4 日(金)
例会前

●場

惣太

11：05～12：05

所：例会場

●出席者：理事役員 7 名

1. 会計報告 2 月分⇒承認。
2. 会費未納者の件
⇒一度、電話にてコンタクトをとる。
（承認）
3. ＩＭ準備委員会の件
⇒出来るだけ早く委員長の選出を行う。
（継続）
4. 45 周年記念実行委員会発足の件
⇒例会の拡大型で簡易に行う予定なので、
まだ発足しない。（保留）
5. 植樹場所点検の件
⇒4/1 例会後に大橋会員、高橋会員で植樹
場所の点検を行う。
（報告）
6. 事務局休暇の件
⇒3/15（火）～3/17（木）の休暇を承認。
以上
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