
八尾ロータリークラブ　2021－2022年度　　　会長　田中　康正　　　幹事　新宮　一誓

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

国際ロータリー　第2660地区2021-2022年度

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

vol.61
No.22

2021 12
15

 

●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介

　　金光八尾高校インターアクトクラブ顧問

　　　堀口智哉様　前田裕子様　

　　米山奨学生　ウアール，ミナ　ミネア

　　　アレクサンドラ様

●ビジター紹介

　　八尾ローターアクトクラブ　

　　　田中聡一郎様・田中宏紀様・北山弾也様・

　　　川口哲生様・栗山恭章様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

12/22　「半期を振り返って」　田中康正会長

1/12　　新年初例会　シェラトン都ホテル18：00～

　本日は特にたくさんのご出席をいただき、ありがとう

ございます。気づけばもう12月ということで、早いもの

です。先週は地区大会と、イルミネーションの点灯式

が行われました。米山奨学生のミナさんも、久しぶりに

例会場で出席していただきました。また本日は友田会

員による卓話、楽しみにしております。

　先週は私も忙しく、いろんな行事がございました。5

日にはBBS会の運動会があり、７日は更生活動の関係
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で兵庫県へ出向き約1時間30分の講演を行い、テー

ブルディスカッションも実施しました。協力雇用主企業

７０社参加頂き講演の中で八尾地区ＢＢＳ会の取り組

みを話した所、現地のロータリーアンも参加しておられ

ＲＣの活動に似ているな、と言う感想もありました。

　ロータリーではドナルド・カーターの参加により、社会

奉仕活動が始まりました。公衆便所の整備に始まり、

学習支援などにも広がりました。このあたりは現在のＢ

ＢＳ活動などにも通じるものがあります。毎週のクリンハ

イク、こども食堂、輝への学習支援など更生活動から

社会奉仕活動に繋っています。

　BBSボクシング活動でもボクシングを通して抑制力

（心をコントロールする力）を身につけている人も数多

くおられます。私生活や思考まで変わる効果も出てい

ます。皆さんもよろしければ一度、その活動をのぞい

てみてください。

▼３日に地区大会が開催されました。

▼４日、ロータリーデーのイルミネーション点灯式が

行われ、八尾RACからも参加いただきました。

▼８日午後、ロータリー研究会の記念講演会が開

かれ、会長に参加いただきます。

▼来月12日の新年初例会の出欠を回覧します。

▼本日、会員名簿をお配りしています。

▼出口　貴士　会員

　今月は疾病予防と治療月間です。RI会長メッセージ

では、これまでのロータリーの実績など紹介しつつ、こ

れからの奉仕を呼びかけておられます。

　また特集記事では、コロナ禍にも負けない「元気に

過ごすコツ」が掲載されています。ご一読ください。

▼ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様

　本日は皆さんにお会いできて、とてもうれしく思いま

す。これからも、できるだけ参加したいと思っています。

来週の家族会を楽しみにしています。

▼社会奉仕委員会・相馬　康人　委員長

　４日にイルミネーションの点灯式を開催しました。お

かげさまで、無事終了することができました。点灯後は

市民の皆様も多数、写真を撮りにきてくださっているよ

うで、実施してよかったと思っております。ご協力いた

だいた皆様、ありがとうございました。

　また今月26日には、もちつき大会を予定しておりま

す。ぜひご参加ください。

「神道について」

▼友田　昭　会員

　私は昭和31年生まれで、65歳になりました。八尾に

生まれ、神社神道の生業に。１９代目に当たります。

　國學院大學の神道学科を卒業し、就職先でお世話

に成りましたのは今宮戎神社です。ここに奉職し、２５

年勤めていました。

　そして先代の宮司、父の後を継ぎ矢作神社、八阪神

社、八尾神社の３社の代表役員、宮司を務めていま

す。

　私の奉仕活動は、２０歳から３５歳の間の１５年間の

ボーイスカウト団に始まります。カブスカウト、ボーイス

カウト、シニアスカウトで隊長、団委員の指導者として

小学生、中学生、高校生、大学生の青少年と共に活

そ の 他 の 報 告
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動をしました。健全な青少年育成を目指したイギリスの

ベーデンパウエルが始めた、世界的社会教育運動で

す。

　活動的で自立した青少年を育てるボーイスカウトに

参加できたこと、そして少年たちの好奇心や探求心に

こたえ、グループでの活動を通じて自主性・協調性・

社会性・たくましさやリーダーシップなどを育ん行きま

す。日本では9万人が活動しています。　

　活動した中で「そなえよ常に」という言葉がよく使わ

れています。スカウト活動のモットーが｛いつ何時、い

かなる場所でいかなることが起こった場合でも善処で

きるように。常々準備をおこたるなかれ｝ということです。

とても大切な言葉と思います。

　また同じころ、20歳から３０歳まではRAC活動にも関

わていました。八尾RACも２年前にでき、とてもうれしく

思っています。これから、大いに盛り上げていきたいと

思います。

　私は大阪南ＲＡＣで活動させていただいていました。

RACでは委員長、会長、地区役員などを務めました。

また海外のRACとの交流し、シンガポールや香港など

にも親睦で行ってきました。とても楽しく活動、勉強さ

せていただきました。

　30歳からは40歳八尾青年会議所で地域社会の発展

のために何を行い、何をすべきかと悩み議論していま

した。

　また50歳末からは、更生活動として保護司に任命さ

れました。同じころに地域の治安維持守る八尾警察に

対してご意見番の評議員にも任命されました。

　どちらも田中会長とともに奉仕活動を行っています。

　宗教人には勲章はいただけませんが、更生活動で

もらえたらいいなと夢を見ています。　

　さて、本題に入ります。

　四天王寺の石鳥居は、建立当初は木造であったが、

永仁2年1294年石造に改められました。大きな鳥居は

多くありますが昔、寺を建立するときには神道を象徴

する鳥居も一緒に建てられました。

　古来からの神道は神社と融合して、日本に仏教が伝

えられ流行していきます。石碑には「大日本仏法最初

四天王寺」と書かれています。

　　矢作神社　　ふつぬしの命　ほんだわけの命　　

　河内国若江郡八尾（八尾市南本町6丁目）の旧村（　

別宮・今井・成法寺・庄の内・東郷）の5か村からなりま

す。新村では桜ヶ丘・荘内町・若草町・高美町・青山

町・東本町・南本町です。

　由緒は物部氏の一族で、「矢を作る」と書きますが、

これが八尾市の名前の由来とも言われています。

　神木のイチョウは、八尾の木でもあります。ほか境内

には楠もあります。

　八阪神社の祭神は素戔嗚尊で、疫病よけ・厄よけ・

災難よけなどのご利益があります。創建は元禄5年

（1693年）で、住所は八尾市西山本町（旧中野村）に

鎮座しています。

　八尾神社の祭神は、うましまじ命です。八尾市本町7

丁目にあり、創建は明らかではありませんが、物部氏

の一族、栗栖連の祖神とされています。このため明治

までは、栗栖神社と称されていました。その後、明治

41年に八尾神社と改められました。

　次に今宮戎神社ですが、ここの祭神は天照大神、事

代主命{えべっさん}です。創建は西暦600年（推古8

年）。聖徳太子が四天王寺の建立にあたり、西方の守

護神と祀らました。

　十日戎祭は1月9日宵宮、10日本戎、11日残り福の3

日間です。約100万人の参拝者が訪れる3日間、オー

ルナイトで行われます（コロナ下では12時まで）。

　江戸元禄時代から始まった祭りです。近くまで浜が

広がっていて浜市が開かれた日が10日で、年の初め

に市神様お祭りしたのが始まりと言われています。商

売繁盛、福徳円満が神様として祀られます。

　「商売繁盛笹もってこい」は、なぜ笹なのか。笹は竹

に神が宿るといわれます。かぐや姫も竹から生まれま

した。竹は孟宗竹の枝ぶりです。竹は竹箸、タケノコ、



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 長竹　　浩　　副委員長 ▼ 谷口　善紀
委　  員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

釣り竿、竹板と色々と道具として使われてきました。恵

みを与えてくれます。弾力性があり、強く耐えることが

できます。形が、稲の垂れるさまのようであることから、

豊作や繁盛につながると考えられています。　

　また福笹吉兆は、福をもたらす縁起物です。大判、

大福帳、升、末広、鯛、打ち出小槌、米俵、分銅、丁

銀を模したものがあります。

　戦後には福娘が登場します。本日は今宮戎神社の

由緒書きとシール、矢作神社の由緒書きとコロナ退散

符をお配りしました。お持ち帰りください。　

　来年は令和4年、寅年。皆様の益々のご発展をお祈

りします。そして、疫病の退散を願います。

▼田中会長　本日も例会出席頂き、ありがとうございま

す。本日の卓話、友田宮司、宜しくお願いします。先

週の地区大会、イルミネーション点灯式に参加頂き、

ありがとうございました。児林会員、宮川会員、曽家会

員、八尾地区BBS会への支援ありがとうございました。

▼児林副会長　本日、友田さん卓話楽しみにしていま

す。今年も残りわずかです。心の残りないよう締めくくり

ましょう。

▼新宮幹事　友田会員、卓話宜しくお願いします！！

▼松本・山本（隆）会員　写真有難う。

▼山本（昌）会員　本日より、茶の湯～「お茶の会」を

始めます。新入会員の方々「抹茶カフェ」の感覚で来

て下さい！山徳にて。

▼中川会員　良い事が有ります様に。

▼山本（勝）会員　本日12/8は大東亜戦争の開戦記

念日です。

▼井川会員　本日で真珠湾攻撃から80年です。

▼稲田会員　早く良い事がきますように。

▼飯田会員　来週、忘年家族会です。皆様おまちが

い無い様に。

▼柏木会員　友田さん、卓話Zoomで聞いてます。頑

張って下さい。良い事が有ります様に！

▼濱岡会員　皆様お元気で何よりです。

▼澁谷会員　山本（勝）、中川さん、お世話に成りまし

た。

▼長竹会員　新宮さん、有難うございました。

▼吉田会員　名簿、ありがとうございました。

▼西村会員　会場設営、皆様の協力のおかげで出来

ました。ありがとうございます。

▼小谷会員　イルミネーションにご参加頂きました会

員の皆様、寒い中ありがとうございました。

▼富田会員　商工会議所3Fまで、48段ありました。ひ

ざも痛むし、息も上がります。かなり運動不足です。

▼藤田会員　地区大会、イルミネーション点灯式お疲

れ様でした。友田さん、卓話楽しみにしています。

▼友田会員　本日、卓話よろしくお願いします。

▼平尾会員　ゴルフ絶不調です。高齢者になるとダメ

ですね～友田さん卓話よろしくお願いします。

▼竹原・福村会員　良い事が有りました。

▼谷口会員　友田さん、卓話宜しくお願い致します。

イザナギ、イザナミに始まる日本神話や神道のお話大

好きです。楽しみにしています！親睦委員の皆さん、

準備有難うございます。次週忘年家族会も楽しみにし

ています！

▼原田会員　体調管理に気をつけましょう！

▼加藤会員　来週の家族忘年会楽しみです。

■ 出席報告

月日

11/24

12/1

12/8

会員数

68

68

68

出席

43

53

46

うち出席規定
適用免除者

10

12

10

メーク
アップ

0

出席率

76.79％

91.38％

82.14％

確定
出席率

76.79％
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