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６月はロータリー親睦活動月間
第 3076 回

先週（6/7）の例会から

本日（6/14）の例会

（
）の例会
◎ソング･･･四つのテスト
◎卓話

藤田

◎ゲスト・ビジター
計 2 名
西島 忠男様
高槻東 RC
（不動産管理）
飯島 勝己様
三井住友信託銀行 高槻支店長

貴子君

◎会長の時間

第 3077 回

次週（6/21）の例会

◎ソング･･･それでこそロータリー
◎5 月度皆出席表彰
◎優良従業員表彰
◎卓話 西澤 直紀君
「企業の社歴について」
◎例会後の行事
・第 7 回被選理事会
・現クラブアッセンブリー

※6 月 28 日（水）
例会後の行事
新クラブアッセンブリー（例会後）於：例会場
新旧クラブアッセンブリー（18：00～）於：山水館

◎出席報告
会員数
52

名

出席者数

出席率

42 名

85.71 ％

前々回例会補正後出席率
100 ％
但し、 Mup
10 名 欠席者 0 名
出席規定摘用免除有資格者
6
名

人類に奉仕するロータリー

「親睦強化月間」
ガバナー月信で、松本ガバナーがその月の強化テーマ
についてコメントを出されます。 今月は最後の月なの
か、1 年を振り返っての話が半分を占め、親睦について
は短いコメントでした。その中で、ロータリーとしての
最初の取り組みは 1928 年にエスペラント語について興
味のある人々がグループを作り、ロータリーの認定のも
と活動したのが始まりで、今では各国にいろんな親睦グ
ループがあり、日本でも 80 程あるらしいです。ゴルフ、
囲碁などです。
親睦を語るには少し物足らないので、私なりの考える
ところを述べたいと思います。親睦というのは、あらゆ
る場所、機会をとらえて、人々と交流することにより心
を通わせ、良い人間関係を築くことだと思います。これ
は自分も成長し大きな財産となって、その後の我々ロー
タリークラブ活動のレベルを上げていくものと思いま
す。ロータリーはこのような良い機会を提供することが
できます。
まずはロータリアン同士、そして家族の人たち、外国
のクラブ、メンバー、さらには今日お話しました他の団
体、グループ、例えば青年会議所のメンバーたちです。
彼らは若くて優秀だと思いました。そして行っている事
業は、我々にとって参考になりますし、向こうも我々に
興味を持つでしょう。
中長期戦略委員会では、3 つに絞ったテーマの 1 つが
親睦です。そして朝倉さんがリーダーとなられて、成果
が確認できるまで提言していくことにしています。朝倉
さんは接遇事業の展開ということを考えておられます。
是非皆さんとともに、楽しいロータリー作りを進めて行
きましょう。
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ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

HUMANITY

◎幹事報告
・八尾 RC より次年度の例会場変更ならびに例会時
間変更、事務局住所変更のお知らせが届いておりま
す。メーキャップの際には事務局へご確認ください。

うな騒動の終結を経験したからである。この感動を行
動でもって表そうとしたのである。

◎栗木会員より退会のご挨拶
◎卓話
「礒村弥右衛門氏と大塚切れ」
馬渕 晴彦
礒村弥右衛門は、1890 年（明治 23 年）高槻市西天
川に生まれる。その生涯を淀川洪水対応に懸け、高槻
市誕生に尽力した高槻市初代の市長である。
1917 年（大正 6 年）弥右衛門 27 歳の年、淀川大洪
水による大塚決壊に遭遇し、若々しい正義心を燃やし
救援と復興の仕事に取り組んだ。このことが弥右衛門
の地方政治家としての生涯を決定づけることになっ
た。
１．礒村家の歴史
戦国乱世の中織田信長は当時京都を支配していた三
好長慶の居城であった芥川城を攻め落し、高槻城を甲
賀の和田惟政に委ねた。和田に同行してきたのが礒村
家と思われる。その後、和田惟政は荒木村重と戦いで
戦死し、和田惟政の家臣であった高山右近親子は、惟
政が戦死すると高槻城に押し入り、息子である惟長を
追い出してしまった。日蓮宗の信徒であった礒村家は
キリシタン大名高山右近による社寺破壊から逃れるた
め高槻を離れた。その後、豊臣秀吉の国替えにより高
山右近は追放された。礒村家が何時高槻に戻ったかは
定かではないが、高山右近が居なくなってから戻り、
農業を営み、次第に有力農民として発展したものと思
われる。
２．礒村弥右衛門の生い立ち
磯村家は有力なる農家であった。弥右衛門が 12 歳
の時父儀三が亡くなり、さらにその５年後 1907 年
には跡取りの長兄泰三も亡くなる。そのとき修次はま
だ茨木中学校の第四学年であったが、母親から学業を
終えて家督を継いでくれと強く求められ学業を断念、
中学第三学年で修了とし、当主名弥右衛門を継いだ。
弥右衛門は母の意に従い学業を断念し当主を継いだ
が、
「もし自分が最高学府を出ていたら中央政界に進出
していたのに」と、残念に思ったことが再々あった。
３．淀川洪水に命を捧げる
１）大塚切れの状況
大正 6 年 10 月 1 日未明に芥川の堤防が 109 メートル
にわたり決壊した。台風がもたらした大量の雨により
淀川本流、支流ともに水位が上昇し、右岸支川の芥川
堤防が 190ｍ決壊した。番田の芥川堤防が決壊、ほぼ
同時に芝生の堤防が 290m にわたって決壊した。さら
に、これが始まりでその濁流は大冠村一体を侵し、右
岸堤防裏に激突し大塚の淀川本流の右岸堤防が大音響
を響かせながら、長さ約 470m にわたって崩壊した。こ
れが“大正 6 年の大塚切れ”である。
礒村弥右衛門が生涯を政治に賭ける選択をしたの
は、この大塚切れの大洪水にある。大塚切れ口の堰止
め工事は失敗が相次ぎ困難を極めたが、最終的には人
力により解決できた。決壊から 38 日目修復に成功する
が、復興作業にあたった百姓の根性に弥右衛門はすご
く感動したのである。堰き止め工事成功で流入する水
は食い止められたが、今度は浸水の排除が問題となっ
た。大冠村・高槻町に流れ込んだ泥水を早く落とすに
は芝生大樋を開く必要があったが、開くと今度は下流
域の町村に泥水が流入する。樋門を開く閉めるで、地
区農民同士の大抗争となった。その打開策として秘密
会を開き、対等・平等・同憂・同苦の調停が成立した。
弥右衛門が生涯を政治にかける選択をしたのはこのよ

２）淀川水害予防組合の設立
この組合創立の動機となったものは明治 18 年夏の
枚方切れと、大正 6 年秋の高槻の大塚ぎれで、ある。
淀川の水害を防ぐには政府当局が行う治水工事だけ
に頼っていてはだめだという地元民の熱意が実を結
んで、淀川左岸水害予防組合は大正 8 年 11 月、同右
岸の組合は大正 15 年 6 月に創立されたのである。両
岸合わすと組合員の数は約 22 万人、これらの水防団
によって淀川は守られている。組合の維持費は、関係
市町村の負担金の形式をとって集められる組合費と
国庫補助で賄っていた。
【まとめ】
今から 100 年前の大正 6 年 10 月 1 日、高槻に発生
した大洪水で大塚の堤防が切れ、天神山の山際あたり
まで浸水しました。名誉市民である磯村さんはその時
の村人の行動に感激し、生涯を淀川から高槻を守るこ
とに懸けました。そうした先人たちの努力により、昭
和 40 年の後半からは堤防切れもなくなり、安心して
暮らせる街になりました。現在は大塚洪水記念碑が淀
川の堤防にあり、
「大塚切れ」の惨禍を今に伝えると
ともに、自然災害に対する警鐘を鳴らしています。
このように礒村弥右衛門を初め、街の発展に力を尽
くした多くの先人が我が街におられたのです。我々は
これらの功績を後世に伝える必要があるのではない
でしょうか。過去に学び、現世に活かし、未来に引き
継いで行く精神が必要でしょう。
品格と誇りを持った風土は、歴史・文化・伝統など
を顕彰・継承することによって作られるものと思いま
す。
ご清聴ありがとうございました。

◎卓話
「人工知能と自動運転」
藤松 功治
自動運転技術開発の目的は、高齢者や体の不自由な
人を含む全ての人が安全で快適に自由に移動出来る
社会を創ることにあります。自動車メーカーはこの技
術開発に取り組んでいますが、車の機能が発展しただ
けでは完成せず、その中枢機能として「人工知能」の
存在が重要になります。昔は難しいといわれていた将
棋や囲碁もプロより強くなり、あらゆるところで人工
知能が使われています。その英知は全てシリコンバレ
ーに集約され TOYOTA も今年新会社を設立しました。
人工知能以外の必要要素として、全てのものがイン
ターネットにつながる IOT・ビッグデータ・通信技術
等ありますが、その世界トップはなんといってもグー
グルです。早くから完全自動運転車を完成していま
す。
知識創造社会の最先端企業がなぜ車をとも思いま

すが、スマホの OS が iphone か android だけになった
ように、車の OS がグーグルになってしまうようなこ
とがあると、全く想像できない新しい街ができるのか
もしれないですね。
最近少しずつ市販も始まった自動運転車にはどん
なレベルのものがあるか具体的に見てみたいと思い
ます。
レベル０

警告やシステムによる補助があった場合
でも、ドライバーが全ての運転操作におい
て常時制御する（最近の新車には様々な安
全装置がついています）
レベル１ １つのシステムがステアリング、及びアク
セルやブレーキ制御を行う。ドライバーが
残る運転操作の全てを制御する。（自動ブ
レーキやクルーズコントロール）
レベル２ １つ以上のシステムがステアリング、及び
アクセルやブレーキの制御を行う。ドライ
バーが残る運転操作の全てを制御する。
（市販されている高速道路での半自動運
転車）
レベル３ 自動運転システムが全ての運転操作の制
御を実施する。システムが発する主導運転
再開の要求に対して適切に応答する必要
がある。
レベル４ システムが全ての運転操作を実施する。シ
ステムの手動運転再開の要求にドライバ
ーは応答しなくてもいい。
（グーグル実験
カーはこれです。
）
レベル５ 完全にシステムがドライバーの運転操作
を代行する（ここまでくるとハンドルもブ
レーキもなくなります）
自動運転から空飛ぶ車まで実際に出てきました。人
工知能のついたドローンの未来はどうなるのでしょ
うか。ひょっとしたら、映画ターミネーターの世界も
現実にありえそうですね。
好きなときに・好きな人と・好きな場所へ自由に行け
る車の未来を楽しみにしていて下さい。
◎例会後の行事
6 月度定例理事会
開催日 2017 年 6 月 7 日(水)
13:35～14:40 (於 例会場)
出席者 藤井・入谷・浜田・朝倉・清水・松尾・小阪・
伊藤・小山・石田・内本・河合・古川・長山
欠席者：片山 (敬称略)
議 事 議長は藤井会長にて議事進行
前回議事録確認
<異議なく承認されました>
議案①会計報告
河合会計：資料に基づき説明有。
議長：年度決算が近づいてきておおよその見当が解
ってきた。昨年度の繰越金は 360 万に対して
本年度は皆さんのおかげで 700 万程となって
いる、これをもってすべては充てないが積立
金を作り残していきたい。
<異議なく承認されました>
議案①会計報告
河合会計：資料に基づき説明有。
議長：年度決算が近づいてきておおよその見当が解
ってきた。昨年度の繰越金は 360 万に対して
本年度は皆さんのおかげで 700 万程となって
いる、これをもってすべては充てないが積立
金を作り残していきたい。
<異議なく承認されました>

議案②クラブ委員会活動報告の件
各委員長から資料に基づき説明有。
伊藤ｸﾗﾌﾞ組織：二人三脚の後のフォローがあり、次年
度へも繋がる結果が出たと思う。
小山職業奉仕：今年度ならではの事業が出来たと思う。
いろいろ議論もありましたが事業を通じ
て皆さんにご理解いただいたと思ってい
る。次年度へもいい形でバトンタッチし
たい。優良従業員表彰については、松尾
会員と長山会員から 2 名の推薦を受け、
21 日に表彰を実施する。
清水ｸﾗﾌﾞ研修:新しく入られたかたにもロータリーの
姿をご理解いただくように心がけた。少
し思うのは副委員長さんの活動をもう少
ししていただくよう指示できなかった。
石田社会奉仕：薬物防止キャンペーンは成果や想い実感
できる事業となった。いのちキラキラにつ
いても素晴らしさを改めて実感した。少し
手薄な私立幼稚園にも今後充実・強化して
いっていただきたいと思う。健康フェア・
シティハーフマラソン等の事業も来年度
もご参加を。
内本青少年奉仕：インターアクトクラブの地区関係の
活動が主であった、海外研修、年次大会、
新入生歓迎会等つつがなく実施できまし
た。社会奉仕の薬物防止キャンペーンへ
のインターアクトから参画も成果を感じ
た。
小阪ｸﾗﾌﾞ運営：本年度は受益者負担を念頭に予算組み
し実施したので、年度会計に貢献できた
と思っている。
議案③クラブアッセンブリーの件
議長：クラブアッセンブリーは 28 日に予定している
が、進行方法として本年度は、各委員長から次
年度への引き継ぎを会議の席上 3～5 分程度発表
していただくスタイルに変更したい。
<異議なく承認されました>
議案④国際大会の件
議長：明日から国際大会に藤井・入谷・浜田・小阪の 4
名が参加。クラブから 1 人 1 万円の補助、計 4 万円
を支出したい。
<異議なく承認されました>
議案⑤その他
●入会希望の件 飯島氏・飯田氏の 2 名の申込書が出て
いるのでご承認願いたい。
<異議なく承認されました>
●会員退会の件 仲田会員より退会届が出ている。
<異議なく承認されました>
報告事項
●ブキビンタンRCが10月12名来訪する。次年度の皆さんに
お伝えし、アテンド願います。例会に出席を確認中。詳し
く
は次期理事会に託したい。
●定款・規定から報告したい変更事項が1点。出席免除規
定が変わる。ロータリー在任期間が20年の一文が追加さ
れた。地区に問い合わせると、厳格な実行には若干の猶
予はやむを得ないと返事が有った。クラブの自治に任せ
ると言う。故にここ1，2ヶ月間で旧規約で対応し、該当者
には個々に案内し善処したい。
●高槻祭りの協賛を昨年同様致したい。

◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝 藤田君（昨日胃カメラの検査しました。問題
・結婚記念内祝

なく安心しました。色々頑張ります）
西澤君（お祝いありがとうございます）
深野君（相手のことをお互いおもいやり仲の
良い夫婦でありたいと思います）
、

長山君
・入会記念内祝 倉本君
・京セラドーム、阪神快勝!!楽しかったです。深野さん、
有難うございました。
坂野君
・深野さん、ありがとうございました。
栗木支店長いつまでもお元気で。
藤井君
・昨日ロータリー阪神ファンクラブでオリックス阪神戦
を観戦しにいってきました。オリックスのエース金子
をボコボコにできた試合をソファー観戦できて感激
しました。深野会員ありがとうございました。来年も
お願いします。
古川君
・深野さん、古川さん、昨日は有難うございました。
よー呑みました！
橋本君
・倉本さん、旭日双光章の受章お目度とう御座います。
生駒君
・各記念月お祝の皆さん、おめでとうございます。
河合君
・お世話になりありがとうございました。熊本ロータリ
ークラブで頑張ってきます。
栗木君
・卓話聞いていただきありがとうございます。
ふるさと（高槻）に誇りを持ちましょう。
馬渕君
・阪神戦、お世話になりました。11-4 で圧勝し、大喜び
です。
西本君
・卓話お聞き頂きありがとうございました。
藤松君
本日の合計
7/1 よりの累計

￥ 78,000￥3,122,000-

◎R 財団への寄付
藤田 貴子君 ￥5,000伊藤 智秋君 ￥5,000（阪神タイガース!!勝利!!深野さん、VIP ルームありがとうござい
ました。皆様も球場は行った方がいいですよ～!）

河合 一人君 ￥5,000- 西本恵美子君
山口 誠 君 ￥5,000-

￥5,000-

本日の合計
￥ 25,0007/1 よりの累計
￥ 965,000一人当たり平均 ＄179.04
◎米山奨学会への寄付
生駒 俊雄君 ￥5,000本日の合計 ￥
5,0007/1 よりの累計
￥ 677,500会員より ￥430,000-

ｸﾗﾌﾞより ￥247,500一人当たり平均 ￥13,827-

◎会員の動き
栗木 真吾様
2017 年 4 月 5 日～2 か月のご在籍でしたが、異動
により 6 月 7 日をもって退会となりました。今後のご
健勝とご活躍を祈念申し上げます。

