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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2013.10.9

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3.
ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
http://www.shin-osakarc.jp
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。

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

http://www.shin-osakarc.jp

第 1340 回例会報告 （10 月 2 日）

＜本日のプログラム＞
第 1341 回例会／2013 年 10 月 9 日
本日の挨拶
「ニーハオ 你 好」 （中国語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
ロータリーソング ｢週に一度の｣
週に１度の 例会に
友情の肩 たたき合い
親しき中に 厳しさを
学びて嬉し ロータリー
おゝ ロータリー
おゝ ロータリー

■司会進行

SAA 生尾会員

■ロータリー・ソング

SAA 山路会員

■来賓紹介

SAA 山路会員

本日の卓話ゲスト

淀川警察署長
福田 守 様
淀川警察署 生活安全課長
冨田 邦宏 様
淀川警察署 生活安全課長代理
清水 一 様
淀川警察署
川端 大輔 様
花原会員ゲスト
北田 幸弘 様
■出席者報告
SAA 生尾 会員
第 1340 回例会 2013 年 10 月 2 日
会員数 33 名
出席数 28 名

出席率 93.94％
欠席数 2 名

出席免除会員欠席数 3 名

卓

話
「ＩＭ実行特別委員会」
花原 昭弘 委員長

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

第 1339 回例会（9/25）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 87.88%
9/16 花原会員
10/03 松川会員
9/16 横山会員
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力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

横山 洋一郎
2013.10.2

■東日本大震災義援金報告

１０月２日

５，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、村角会員、安井会員、山路会員、
山本会員、横山会員
本日の合計
今年度累計

横山会長と１０月が誕生月の稲田会員

米

皆さんこんにちは
先週は例会欠席しまして申し訳ございませんでした。久富
副会長には、大変お世話になりありがとうございました。
さて、皆さんもご存じでしょうが、本年度は、伊勢神宮・出
雲大社のダブル式年遷宮の年であります。本日 10/2 は内
宮・10/5 は外宮の遷宮が執り行われます。

山

ボ

6,000 円
47,000 円

ッ

ク

ス

鋳方会員、村角会員、安井会員、山路会員、
山本会員、横山会員
本日の合計
今年度累計

6,000 円
45,000 円

伊勢神宮は「お伊勢さん」、「お伊勢さま」「大神宮さん」な
どと呼ばれて親しまれていますが、正式な名称は（総計
125 のお社の総称で）「神宮（じんぐう）」です。全国には多
ニ コ ニ コ 箱
報
告
くの「神宮」の称号が付くお社がありますが、「神宮」とのみ
呼ばれるのは、わが国で最も至貴至高の唯一のお社だか
松本(圭) 会員
らなのです。伊勢神宮にはもちろん天照大神が祭られて ■SAA
鋳方会員 １０月に入り、涼しくなりました。食べ
おります。
すぎたり、飲みすぎたりせず、元気で
出雲大社の遷宮は、本年 5 月 10 日に終わりましたが、出
楽しくやっていきましょう。
雲大社には大国主大神」がおまつりされており「だいこくさ
稲田会員 ８１才になりました。感謝。
ま」と申して慕われている神さまです。
田中会員 湯浅様、友が島、和歌山マリーナシ
七福神の大黒さんは小槌持っているのに、出雲の大国さ
んは持ってないけどなんでやろと、思われた方もいるので
ティ―へのクルージング楽しかったで
はないでしょうか。実は、七福神の大黒天と出雲の大国さ
す。日頃出来ない体験をさせて頂き
まは別人なのです。七福神とは、インドの大黒天・弁財天・
ました。
毘沙門天の三神と、中国の布袋尊・福禄寿・寿老人の三
花原会員 淀川警察署 福田署長をお迎えし
仙、そして唯一日本の恵比須神です。そして、この恵比須
て!!
さんこそ、大国主大神の子で、正式には八重言代主(やえ
松川会員 連続欠席しました。
ことしろぬしのおおかみ)で、有名な国譲りの時の交渉者と
松本(圭)会員 湯浅さんの豪華な船にのせても
も言われております。
らって、友が島まで行き、あと島を散
それが、いつの頃からかわかりませんが、容姿が似てきて、
策して、大変楽しかったです。
呼び方が同じなので、神仏一体になり仏の大黒天と神の
三島会員 前回欠席のお詫び。
大国さまが一体化したと言われております。
村角会員 やっと秋らしくなりました。肥り過ぎに
気をつけましょう。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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安井会員
山路会員
山本会員

横山会員

○ 明治１７年曽根崎署野中分署として発足。
○ 明治４０年十三橋警察署に、昭和４９年淀川区の分
区に伴い、淀川警察署に改称し、現在に至る。
(2) 庁 舎
○ 合同庁舎で、第二方面機動警ら隊、機動捜査隊淀
川分駐所、捜査第三課分室が併設。
○ 本館は昭和４４年に建設、地下１階、地上５階。
○ 別館は昭和３７年建設、再来年に改築予定。
(3) 交番等
○ 交番１２箇所（５運用区）、警ら連絡所１箇所、交通
詰所１箇所。
○ 四輪自動車３４台（内：PC６台、大型輸送車１台）、
単車６台。
(4) 署員数
○ 署員は３３７人、非常勤１５人を併せると３５２人体
制。
○ 大阪市内では南署、西成署、曾根崎署に次ぎ４番
目の規模。
(5) 年齢構成
○ 平均年齢は３８．４歳、勤続年数は約１６年。
○ 団塊の世代の大量退職により若年層が多い。

前々回欠席のお詫び。
今月ＳＡＡ担当します。よろしくお願
いします。
１カ月 休会しました。糖尿病の生活
法体験入院しました。こわい病気の
話しばかりでした。これから気をつけ
ようと・・・。
前回欠席のお詫び。
久富先生ありがとうございました。

■幹事報告

幹事

北野 克美

・地区クラブ研修リーダーセミナー報告の件
・本日皆様のメールボックスに１０月の予定表を入れてお
ります。ご確認下さい。又、メールでも後程送信させて
頂きます。
・ポロシャツの件
・本日例会終了後、定例理事会を行いますので、理事
の皆様は談話室へご参集ください。

卓

話

「淀川区の管内概要」
淀川警察署長 福田 守様

１ 淀川警察署の概要
(1) 沿 革
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

２ 淀川警察署の管内概要
(1) 面積及び人口
○ 面積は１２．６４㎢。大阪市内では住之江署、此花
署、平野署、西淀川署、東淀署に次ぎ６番目の広さ。
○ 人口は１７万３，７２６人、大阪市内では平野署、東
淀川署に次ぎ３番目の人口。
(2) 隣接署
○ 東西はＪＲ東海道本線を境として東淀川署、西淀川
署に、南は淀川を隔てて大淀署に、北は神崎川を隔て
て吹田署、豊中南署及び兵庫県尼崎東署の６警察署と
隣接。
(3) 主要幹線道路
○ 南北は国道１７６号、新御堂筋、阪神高速池田線と
幹線道路。
○ 東西は主に市道で、幅員も狭く比較的道路が未整
備。
(4) 主要交通機関
○ 東はＪＲ東海道本線京都線、西は神戸線と東西線、
中央東西を新幹線とＪＲ貨物線が走行。
○ 阪急電鉄は、京都線、宝塚線、神戸線の３路線、
地下鉄は、御堂筋線、バス路線は、２０系統が運行。
○ 一日の乗客は新大阪駅で約２２万人、阪急十三駅
で約１０万人。
(4) 西中島、新大阪周辺の特徴
○ ＪＲ新大阪駅周辺は急速に市街化が進展し、高層
ビル、マンション、ホテル等が林立し、副都心化しており、
交通問題、風紀風俗問題、暴力団対策などが課題。
○ 地下鉄西中島南方駅周辺には風俗営業、飲食店
が集中し、生活環境を悪化。
○ 暴力団は山口組直参の三代目吉川組（山口組最
高顧問）、二代目中島組、二代目東生会（若中）の３団
体を含め、三次、四次団体１６団体、構成員は１７５人で、
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比較的、西中島地区に多い。
３ 街頭犯罪の発生状況等
(1) 刑法犯認知件数の推移
○ 大阪府下の刑法犯認知件数は、平成３年まで減少
傾向にあったが、平成１２年から急激に増加。
○ 平成１３年がピークで、約３２万７千件を認知、昨年
は半数以下の約１４万７千件まで減少。
(2) 街頭犯罪認知件数の推移
○ 刑法犯が平成１２年から急増したのは、街頭犯罪が
増加したのが要因。
○ こうしたことから平成１３年から街頭犯罪抑止総合対
策を推進。
○ その結果、平成１３年以降、１１年連続減少している
が依然と高水準。
(3) 街頭犯罪の認知状況
○ 東京が全国ワースト１，大阪がワースト２、となって
おり、差は１２，０２７件。
○ ひったくり、路上強盗、オートバイ盗、車上ねらい、
部品ねらいの５手口が全国ワースト１。
○ 淀川区内の街頭犯罪の８月末認知件数は８９２件。
昨年８月末と比較して、８件減少，割合にして０．９％に
減少。
○ 昨年と比べて自転車盗とオートバイ盗が増加，特
に自転車盗が前年と比較して１８８件（４４．７％）増加，
不名誉ながら府下６４署中ワースト６，市内２８署中ワー
スト１。
(4) 各手口別発生状況（淀川署交番別）
○ ひったくりは２５件で、十三東交番の管内での発生
が最も多く、淀川区の東部地区は比較的発生が少な
い。
○ 路上強盗は１件で、東三国交番管内（宮原３丁
目）で発生したが、被疑者はすでに検挙。
○ オートバイ盗は７８件で、十三東・東三国交番管内
で多発。十三駅、東三国駅まで乗っていって盗難に遭う
ケースが多い。
○ 車上ねらいは１２４件で、今年、大幅に減少している
が、東三国・三国本町・十三東・加島交番管内で多発傾
向、大型パーキィングでの発生が多い。
○ 部品ねらいも減少しているが５７件で、十三東交番管
内での発生が最も多く、車上狙いの発生実態と酷似。
○ 自動車盗も大幅に減少しているが８件で、十三東・東
三国交番管内で数件発生。
○ 最後に自転車盗は６０９件で、大幅に増加しており、
オートバイ盗と同様、十三駅や東三国駅で被害に遭うケ
ースが多く、十三東・東三国交番管内で多発。

き掛けを行っている。
(2) キャンペーン
○ ひったくりを始め様々なキャンペーンを実施してい
る。ご協力を。
◎ 今後も淀川警察署は、「安全・安心なまち淀川」の実現
に、署員一丸となって取り組んで参りますので、皆さん、
ご理解、ご協力をお願いします。
以 上

歩こう会報告
第４弾企画
大阪の諸道を行く
其の一 熊野街道編の八
悲願の「友が島」クルージング
久富 義郎

９月２９日
7：22 小林発 8：20 堺到着集合。今日はいつもと違って、
湯浅さんのプレジャーボートにて友が島上陸を計画。堺大
浜マリーナに昼飯と飲み物を調達して集合した。出航準備
に早くから、湯浅さんと三方夫婦。出席者はいつもの松本・
村木・北野・田中・久富に加えて、山根さん。友が島ではゴ
ルフはやりませんが、マリンスポーツには御執心の模様。こ
のボートは湯浅さんのリッチさの象徴でしょうか？素晴らし
いクルージングの予感と感激で、マリーナを 9：00 過ぎには
出航。関空大橋をくぐり、海から遠く関空に頻繁にする離
着陸する飛行機を見付けて楽しむ。酔っ払いはビールを
友に、この海原と景色とこんな環境に感謝し、楽しい時間
を過ごした。今回の企画は彼が船を持っているという村木
さんの情報から、彼に友が島行きを話したことに始まる。実
は彼も行ってみたい無人島だと、意気投合し今回の「歩く
会」となった。約２時間で、沖ノ島の野奈浦港に着岸し上陸。
この桟橋には繋留できないので、湯浅・三方夫婦以外
は上陸し、彼らは近海で釣りを楽しむと言う。桟橋には釣り
を楽しんでいる人が１０数名。他に我々と同様の目的を持
った人たちが、けっこういた。海岸べりに立つ「友が荘」とい
う旅館がある。友が島では、バーベキューはできないの
か？の要望に答えるべく、インターネットの情報を頼りに、
数日前にこの旅館に電話をした。「バーベキューはできま
すか？」「できるよ。泊かね？」「日帰りです」「泊まり客にし
かだめ」「他の旅館はできませんか？」「自分で聞いてみな
さい」 こんなやり取りをおばちゃんとした。島にある他の２
軒の宿泊所には電話をする元気も失うぐらいそっけないも
のだった。あきらかに、歓迎されてない。そんなわけで、堺
４ 街頭犯罪抑止総合対策
駅周辺で村木・北野が苦労して手に入れた、デラックス弁
(1) 防犯カメラ設置
当をもって、島の探検に出発。約３時間のコースを選択。ま
○ 大阪市の補助分で設置したのが約５６０台、大阪府 ず、山道をぬけて、第 2 砲台跡。ここで昼食。弁当が美味
警の設置が４２台、今年、淀川区が９台設置、今後も増 しい。景色は泳ぎ渡れそうなぐらい近くに淡路島を見なが
設予定。
ら芝生の上で済ます。灯台・第１砲台→孝助松→海軍聴
○ また、西中島の「旭会」では、自治会で２０台を設置。 音所（船のエンジンを聴いて敵艦の襲来を察知しようとした
今後も、各地区、地域、事業所、マンションに設置の働 のか？今の時代では想像しにくい）→第３砲台→展望台を
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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経て野奈浦までの約４キロの歩き。元軍用道路といわれる
上り下りの山道で結構汗もかいた。ボートに残った三人は、 船全景
早々に釣りをあきらめて、加太港に上陸し、イカ・サザエな
ど魚介類をたらふくめしあがったという。15：00 前に迎えに
来てくれて、次の目的地、和歌山マリーナシティに向かい
30 分ほどで到着。黒潮温泉に入ってひと汗流し、堺に向
かったのは 16：30 頃。23 ノットで大急ぎの帰路。夕日が沈
むのを見ながら皆さんお疲れ気味。到着したのは 18：40 と
あたりは真っ暗でした。季節はもう秋。堺駅近郊の魚市場
のお寿司屋さんで、魚、寿司をたらふく食べて、我が家、
宝塚到着は 21：20。風呂につかって早々に就寝。数々の
感激と感謝の楽しい一日でした。（文責：久富義郎）
2013.9.30
＊友ヶ島（ともがしま）は、和歌山県和歌山市加太に属し、
紀淡海峡（友ヶ島水道）に浮かぶ無人島群。瀬戸内海国
立公園の一部。
本稿では「友ヶ島」を地ノ島、神島、沖ノ島、虎島の総称
として扱う。

＊明治時代に旧日本軍により、外国艦隊の大阪湾
への進入を防ぐ目的で、沖ノ島内 5 箇所と虎島に砲台や
防備衛所が造られた。第二次世界大戦までは要塞施設と
関空橋のお尻
して一般人の立入は禁止され、当時の地図や地形図にも
白く塗りつぶされて記載されなかった（修験道の山伏修行
にて、虎島に入る人達は特別に入島を許されていたと言わ
れている）。島内の遊歩道に道幅の広い部分が多いのは、
砲台などへ通じる軍用道路として開削されたためである。

後の第二次世界大戦は航空戦主体となり、対艦用
に造られた砲台は使用されることのないまま終戦を迎えた。
戦後は友ヶ島全体が瀬戸内海国立公園に指定された為、
終戦時に爆破処分された第 2 砲台以外は軍事施設跡が
比較的良好な状態で残っている。第 3 砲台は映画や雑誌
などのロケで使用されることがあり 2003 年には土木学会選
奨土木遺産に選ばれた。詳しくは由良要塞を参照。
（ウイッキペディアフリー百科事典より）

出発前に

堺の壁画

友が島

向こうは淡路島

聴聞所

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ

次週のプログラム

第 1342 回例会／2013 年 10 月 16 日
◆挨

拶
「ニーハオ 你 好」 （中国語）

久富会員より 「奥様のお誕生日祝いの花の写真」

◆ロータリーソング
本日のメニュー
～和食～
蟹酢

◆卓

「週に一度の」

話
メンバー卓話
「論語入門」
谷口 光夫 会員

鮪の納豆しょうゆ
黒ムツの西京味噌焼き
鯛の蒸し物 もろみ味噌ソース
牛ランプステーキ みぞれスタイル
ご飯 香物 お味噌汁

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
デセール

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

予定表

月

日

１０

曜日

予定

時間他

９

水

第１３４１回 例会 ＩＭ実行特別委員会 花原 昭弘 委員長

１２

土

～１３(日) 親睦旅行(徳島) ９：００Ｈ阪急インターナショナル出発 エクシブ鳴門泊

１６

水

第１３４２回 例会 メンバー卓話 「論語入門」 谷口 光夫 会員 １３：３０～絵画クラブレッスン

２２

火

オクトーバーフェスト 於スーパードライ梅田
第１３４３回 例会 「３０周年記念事業 トルコ支援について」

２３

水

３０

水

１８：３０～

安井 一男会員、中川 建司会員

第３４回大輪ゴルフ大会 於 六甲国際ゴルフ倶楽部

８：００スタート

例会休会

ＭＵ受付１２：００～１２：３０
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
・http://www.illust-hana.jp 他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14☆素材通り☆他
年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン
http://kanos-factory.com/joken.html 他

