
★例会場：八尾光町駅前ビル 8階 ℡:072(990)0511(代表） ★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 八尾光町駅前ビル内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620

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

第 2126 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 「ロータリーの友」紹介

辻田 摂広報・雑誌委員長

⑦ 卓話「姉妹クラブ、そして共同奉仕事業」

   鈴木 洋会員

⑧ 閉会 点鐘

＊3/11（土）

「会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

・懇親会」

於：国際会議場 10階（会議）

12階グラントック（懇親会）

登録：13：00～13：30

会議：13：30～16：50

大松会長エレクト 出席予定

＊3/17（金）

2017-18 年度ＩＭロータリーデー方針説明会

於：ガバナー事務所 会議室

会議：14：00～15：30

石川ＩＭ実行委員長・大松会長エレクト

出席予定

ニコニコ箱

●大橋会員、卓話よろしくお願いします。

中澤 剛会員

●本日の卓話よろしくお願いします。

結婚記念日祝、ありがとうございます。

大橋 秀造会員

●藤木さん、近田さん、ようこそおこし下さいまし

た。

大橋さん、卓話よろしくお願い致します。

               大松 桂右会員

●妻の誕生と結婚記念日を祝っていただいてありが

とうございます。       池本 繁喜会員

２０１７年３月１０日（金）第２１１３号

2017年 3月 3日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2125回 28名 17名 77.3％
出席義務免除

7名（出 1）

第2123回 28名 16名 72.7％
補    填

1名

Rotary International

国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

2016‐17 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：中澤  剛

●幹   事：高橋 広一

●会報委員長：上山 惣太

良き出会いを大切に！

第 2127 回例会 3月 17 日（金）

☆卓話「銃後の戦争体験」 奥田 長二会員



会長の時間

本日は、ガバナー月信のトピックスをお伝えしま

す。

・ガバナーメッセージでは、３月は「水と衛生月

間」という事にについて触れていらっしゃいます。

これは、1993年、国際連合総会で3月22日を「世界水

の日」とすることが決議されたことに由来している

との事です。

日本では2014年3月21日に東京・国連大学で、水に関

係する国連機関の集まりである国連水関連機関調整

委員会主催の「2014年世界水の日記念式典『水とエ

ネルギーのつながり』が開催され国連機関主催の世

界水の日の主要記念式典としては、日本で初めての

開催であったようです。

災害大国である日本では、自然と折り合い、自然と

の共生を考えながら様々な形で技術を獲得してきた

と述べられています。その例として、今日の東京の

繁栄の基礎を築いた「利根川の東遷」があります。

これは、氾濫を繰り返した利根川を60年かけて東京

を迂回するように東側に付け替えることで「災い」

を「恵み」に転じ、新田開発や都市的土地利用を可

能としたようです。

幹事報告

①3 月中の例会場を｢五旬｣店内としておりまし

たが、次週 3/10 は、12：30～13：30 に食事無

しで、バンケットルームで例会を行い、例会終

了後、五旬に移動して食事するという形で行い

ます。3/17、3/24 の例会につきましては、ど

のような形にするか現時点では未定です。決ま

り次第、都度ご連絡致します。

②合同四和会の詳細の連絡が届きました。

5/13（土）17：00～で、場所は天王寺の天皇殿、

会費は 1万円です。

3 月結婚記念日祝

池本会員・大橋会員

●誕生月お祝ありがとうございます。

大橋さん八尾の魅力、よろしく。八尾で 50 年お世

話になりましたが、まだ充分判っておりません。

奥田 長二会員

●大橋さん卓話楽しみにしています。

森下 慶治会員

●今回合計 6,000円

●累  計 658,010円

また、新たな水需要を満たすために、ダム等の

水資源開発施設の整備が進められました。ダムの

水力発電は、戦後の復興期のエネルギー需要を支

え、現在でも重要なクリーンエネルギーとの事で

す。

現在では日本は上下水道とも非常に恵まれて

おり、我が国が永年培ってきたこの水思想に基づ

く高い技術は世界の水に関する取り組みにおい

て、模範的な成功事例となると推測されていま

す。

世界では衛生的なトイレや水設備が利用でき

ない人が25億人、そして衛生設備や安全な水の欠

如が原因となり、毎日1,400人の子どもが命を落

としているとの事です。「水と衛生」はロータリ

ーの六重点分野の一つであり、財団補助金等を使

用した奉仕プロジェクトの参加、または財団への

寄付という形での支援をお願いされています。

・片山ガバナーエレクトによる国際協議会の報

告では、次年度に向けての準備が動きだしている

ようです。

・2017－18年度の地区補助金の申請受付を2017

年3月1日より開始するとのお知らせが記載され

ています。

3 月誕生月祝

奥田会員



3 月度定例理事会報告

幹事：高橋 広一

●日 時：2017 年 3 月 3日(金)

例会前 11：03～12：10

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 7名・オブザーバー1名

案件：

1. 次年度当クラブホスト IM ロータリーデー準

備の件

  ⇒3/17 のＩＭＲＤ方針説明会に参加後、親睦旅

行の際に報告予定（継続）

2. 会計報告 2月分⇒承認

3. 会費未納者の件

  ⇒再度、連絡を取る。（継続）

4. 4 月以降の例会場の件

  ⇒今後の運営方針等のザイマックスからの回

答が得られないため、返答期限を 4月中まで

とし、それまでに例会が出来る場所をあた

る。（継続）

5. 合同四和会の件

  ⇒場所が天王寺の天皇殿、会費が 1万円と決定。

   （報告）

6. 武田会員の出席義務免除願いの件

⇒職務多忙の為、再度、出席義務免除願いが提

出された。（承認）

7. 2017 年決議審議会 決議案提出の件

⇒会員から意見がなかった為、｢決議案提出無

し」で、地区に回答する。（承認）

以上

「八尾の魅力発見

『やお市政だより』

より」

    大橋 秀造会員

～八尾の街道について～

八尾市内には、古くから｢奈良街道｣｢八尾街道｣

｢恩智街道｣｢東高野街道｣｢信貴山道｣｢立石街道｣

｢河内街道｣｢十三街道｣という８つの街道が通っ

ていますが、今回はこのうち｢東高野街道｣につい

てご紹介します。

｢東高野街道｣はかつて京都から高野山参りをす

るために用いられた街道で、石清水八幡宮（京都

府八幡市）から生駒山西麓を直線的に南下して河

内長野で西高野街道に合流する。総延長約 50km

にも及ぶ大阪河内最長の縦貫街道です。

言い伝えによると、白河法皇が弘法大師 300 年遠

忌に参拝の際、河内石川の安助上人が開いたとさ

れており、平安時代から鎌倉時代にかけては歴代

天皇や諸公家たちが往来し、南北朝時代には北朝

方と南朝方の軍勢の衝突の地に、さらには戦国時

代には三好長慶と畠山高政との合戦（教興寺合

戦）の通路となりました。

また、古来より南へ向かう重要な道筋であったた

め、一里（約 4km）ごとに一里塚が整備されてい

ました。正保元年（1644 年）に創られた｢河内国

絵図｣には、東高野街道に 11カ所の一里塚が描かれ

ていますが、現存しているのは八尾市の垣内と富田

林の錦織にある一里塚だけとなっています。

このように、物資の輸送や人の往来に使われていた

街道は当時の歴史や文化を現代に伝える大きな役

割を担っています。

③3/21 以降、八尾光町駅前ビル（旧八尾西武）の

駐車場のシステムが次の通りに変更になりま

す。

8：00～20：00 20 分 100 円

20：00～8：00 60 分 100 円

24 時間最大 500 円

1 円以上の購入で 1 時間無料。2 千円以上の購

入で 3 時間無料。1 万円以上の購入で 5 時間無

料。各店舗ではなく、2 階のサービスカウンタ

ーのみの認証となります。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


