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例会場：ホテルモントレ大阪 06-6458-7111 

例会日：（原則）毎月第 2月曜日 12 時より 14 時まで 
〇創立 2001（平成 13）年 7 月 9日創立記念式 7月 16 日 

〇スポンサークラブ：箕面千里中央ロータリークラブ 

〇会長：有竹正巳 〇幹事：西宮富夫 〇事務局：（幹事宅） 

〒563-0022 池田市旭丘 2-6-25 Tel：090-7496-5096 

〇会報担当：西宮富夫 pxi06603@nifty.com 

〇会報ホームページ：http://osakapurob.exblog.jp/ 

〇全日本プロバス協議会；https://www.all-japan-probus.com/ 

会長：古賀靖子（北九州） 

副会長：川端崇且（大阪）、島村吉三久（五所川原）、 

馬場康博（旭川）、田中信昭（東京八王子） 

幹事長：松本 忠（北九州） 

〇日本のプロバスクラブ・関西 Blog 版 

http://probuscent.exblog.jp/  

6 月中旬から 7 月中旬まで 1 か月間の更新分（順不同） 

クラブ 会報 記事一部 

鈴鹿西 会報 

第 250 号 

福井会長挨拶“認知症予防に回想法、思

い出話はどんどん拡がって脳を活性化

します”、6月度理事会・会務報告他 

神戸北 7 月例会

ご案内他 

7 月 14 日令和 3 年度総会議題、【ひと

こと】他、令和 3 年度新役員のお知ら

せ（7月吉日） 

北九州 月報 

つながり

No.180 

特別寄稿「昭和を生きた古関裕而」（文

責植田佐世子）、「入院体験記」大川力、

他 

東京八

王子 

プロバス

だより 

第 307 号 

昨今のペット事情（土井俊玄）、わが家

に残る石器・土器（橋本鋼二）、ドング

リ（団栗）あれこれ（Ｍ．Ｕ）他 

●大阪プロバスの歌（作詞：渡辺 孟 補詩：田村徳郎） 

① プロバスクラブへ集まろう 気の合う仲間とお昼時 

元気に歌おう会の歌    第二の人生また楽し 

② プロバスクラブに集まって 優しく気軽に話そうよ 

見せたい自慢の得意技   遊びのプランもまた楽し 

③ プロバスクラブに集まれば 高まる奉仕の心意気 

世界に広がる和の願い   明日も愉快に生き抜こう 

 

●夏の思い出（作詞：江間章子 作曲：中田喜直） 

夏がくれば 思い出す  

はるかな尾瀬 遠い空 

霧のなかに うかびくる 

やさしいかげ 野のこみち 

みずばしょうの花が 咲いている 

夢見て咲いている 水のほとり 

しゃくなげ色に たそがれる 

はるかな尾瀬 遠い空 

◎第 362 回例会 
〇司会進行：野村尚子会員 

〇ソング：松岡茂雄会員、吉川栄子会員 ●うみ 

〇乾杯：西田隆昭会員 

〇食事タイム 

〇有竹正巳会長挨拶 

 この度皆様のご指名により、恐れ多くも会長のご指名

を受け、大いに悩みましたが、西田さんから頑張らんか

い、応援するからとの激励を受け不詳私がお引き受けい

たしました。会員の皆様のご支援に頼り切り、また幹事

の西宮さんの後押しに期待し任期の一年力いっぱいがん

ばります。どうぞよろしくお願いいたします。生まれつ

き口下手で、気が弱い性格であります。この重責を全う

しプロバスの発展に尽くします。 

私は今月 18 日に満 80 歳になります。妻が一人、娘が

二人、孫四人で阿倍野北畠に住んでおります。皆さんと

少し離れておりますが今まで以上に仲良くお願い致しま

す。以前ご挨拶いたしましたが、現在はロータリークラ

ブ大阪東に所属しております。その前は長谷工コーポレ

ーションに勤務し、定年後 20 年前から WILLINGjp（建築

不動産業）を設立し社長をしております。 

今までの諸先輩の教えを守り、吉田直前会長の方針を

踏襲して楽しく明るい会になるよう努力いたします。重

ね重ねで恐縮ですがご協力とご支援を心からお願い申し

上げます。 

以上 

〇西宮幹事報告： 

例会開始前に溜まった案件につき理事会を開催審議しま

したのでご報告します。 

・当クラブ会員所属の 4RC に当クラブの「会報受領をお願

い」する件につき、実施方法が大体決まりました。実施後

事後報告させていただきます。 

・8 月例会はビアパーティ予定でしたが、まん延防止措置

延長で酒類提供禁止となり中止し、通常例会に切り替える

こととなりました。 

・8 月例会で例会費・年会費計 3 万円徴収させていただき

ます。例会費は昨年 7月 6回分徴収しましたが 5回しか開

催できず1回分を今回としましたので5回分の徴収となり

ます。 

 

〇誕生月会員：（左から）6月井門照和会員、4月吉田

州伸会員、7月有竹正巳会員

 

大阪プロバスクラブ
会報 第362号

2021年8月9日発行

Monthly Bulletin of

The Probus Club of Osaka

前回 第 362 回 通常例会 2021 年 7 月 12 日（月） 

会場：ホテルモントレ大阪 11：30～14：00 

今回 第 363 回 通常例会 2021 年 8 月 9 日（月） 

会場：ホテルモントレ大阪 12：00～14：00 
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〇出席報告：出席委員長中井会員より、会員 15 名出

席、ゲスト中谷一美様、計 16 名との報告あり。 

 

〇OH-BOX 11 名 25,000 円（以下順不同） 

★有竹正巳会員：新しい年となりました。皆様よろしく

お願いします。元気で健康を祈ります。 

★川端崇且会員：有竹会長、西宮幹事、よろしくお願い

致します。皆様 2年間ありがとうございました。 

★小林惇三会員：暑い事です。未だ梅雨明けにはならな

い様で今少しの辛抱ですか。ワクチン 2回接種で取敢え

ず安心しています。 

★松岡茂雄会員：ワクチン接種 2回無事済ませました。 

★山下恵司会員：ごぶさたです。 

★西田隆昭会員：新しい年度が始まります。有竹会長を

はじめ会員の皆様よろしく。 

★浅山紀久子会員：皆様こんにちは。コロナに負けずお

元気でお過ごしでしたか。新年度がスタート、私はやっ

とマイクから暇を頂きました。今期は親睦委員会です。

楽しい企画をと思っています。皆様ご協力お願い致しま

す。コロナにまけず頑張りましょう。 

★吉田州伸会員：5月 6月と休会になり、7月やっと開催

出来ました。私が会長の 2年間コロナで例会は半分くら

いしか開けず、何のお世話もできませんでした。申訳あ

りません。 

★西宮富夫会員：ワクチン接種も進み、なんとか例会が

開催でき、よかったです。今後は安定的に例会が開けそ

うです。 

★宮田鐵夫会員：久しぶりの再会。また卓話の時間を頂

いて！！ 

★野村尚子会員：コロナで例会も少なく、皆様とお会い

できなかったですが、今年度はその様な事がないことを

願っています。 

〇前年度会長幹事の退任あいさつ： 

★吉田州伸前年度会長の挨拶があった。 

★川端崇且前年度幹事の挨拶があった。また、創立 20 周

年記念例会準備のため、年次総会後、7名（川端、吉田、

有竹、西宮、西田、吉川、浅山）の会員が招集された。 

 

◎卓話：「大阪の母なる川“淀川”とその自然

について」宮田鐵夫会員 
(会報担当より：卓話資料を基にネット情報を探索し、卓

話と同内容の記事の編集を心掛けた。) 

 

1.淀川の変遷 

（1）（古代～現代） 

  

  
画像：WEB サイト水都大阪（古代大阪の変遷）及び淀川の魅力

ある景観づくりにむけて（大阪府）より引用 

 

（2）明治期（画像とも：淀川の魅力ある景観づくりにむけて

（大阪府）より引用） 

明治期の淀川は土砂堆積によって川床が上昇し、航路と

して機能していませんでした。 これらを解消するため、 

明治 8年から、オランダ人技師ヨハネス・デ・レーケが

中心となり、日本で初めて水制工により、水路を蛇行さ

せ、流れを 緩やかにする淀川修築工事が行われました。

これにより、川の流れは中央に集まり、蒸気船の航路の

水深は確保されました。水制工に土砂等がたまり、 偶然

にもワンドが形成され、水生生物が育ちやすい環境がで

きました。（以下省略）  

 

城北ワンド（https://www.city.osaka.lg.jp より引用） 
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（3）昭和期～現代（淀川の魅力ある景観づくりにむけて（大

阪府）より引用） 

淀川の水質は、生活排水や工場排水などが原因となり、

昭和 30 年代から 急速に悪化しましたが、昭和 40 年代以

降、下水道整備が進められ、住宅からの排水が浄化処理

されるようになったことで、水質は回復しました。これ

により、河口域では、漁業が再開され、現在も大阪の食

文化を支えています。 また、水制工によって、蛇行させ

られた淀川は、大阪を洪水から守るため、本流の幅が大

きく広げられ、直線化されました。その結果、洪水によ

る被害は大幅に軽減されました。 

一方で、生き物にとって大切な湿地環境が減ることとな

りましたが、献身的な住民の方々の取組み等もあり、そ

の環境は少しずつ改善されています。 かつて盛んだった

舟運は、自動車や鉄道の発展、橋梁の完成等とともに衰

退していきましたが、近年では、観光船の定期便が復活

し、今後淀川沿川の更なる発展が期待されています。 ま

た、淀川では、河床維持のために定期的に川砂の採取が

行われており、 コンクリートの材料として高度成長期か

らハードづくりの礎を担い、舟運の航路確保にも欠かせ

ないものとなっています。 現在は（中略）干潟やワンド

等には琵琶湖・淀川水系の固有種や希少種を含む様々な

生き物が生息しています。 
 

＜淀川の直線化＞ 

  
画像：高水敷の切下げ（淀川河川事務所資料より引用） 

 

2. 河内平野と摂津の国 

（1）河内の国と摂津の国 

 
 

（2）大阪平野の断面 

淀川は（摂津の国）大阪市、（河内の国）守口市、門真

市、東大阪市等より高いところを流れているので、堤防

が決壊すると周辺地域は洪水に見舞われことになる。 
(大阪平野断面：近畿地方整備局近畿圏広域地方計画資料より引

用)

 
 

＜平成 25 年台風 18 号枚方付近 淀川高水敷冠水＞ 

 
（3）治水対策 

淀川流域では豊かな水量により農作物に恵まれたが、一

方で数多くの大洪水にあった。歴史上多くの為政者が洪

水対策に挑み、数多くの周辺住民が治水作業に従事して

きた。淀川の歴史は、治水、河川改修の歴史と言っても

過言ではない。 

・仁徳天皇：日本最古の堤防茨田堤（4世紀頃） 

・桓武天皇：淀川と三国川をつなぐ工事（8世紀頃） 

・豊臣秀吉；文禄堤（枚方から長良までの堤防）、太閤

堤（巨椋池に堤防）（16世紀頃） 

・河村瑞賢：安治川開削（1684 年）、中甚兵衛：大和川

付け替え（新大和川 1704 年完成）、ヨハネス・デ・レー

ケ（新淀川を切り開いた。水制工（ワンド）工事）等

 

画像：近畿地方

整備局河川部 

「平成 25 年 9

月台風 18 号洪

水の概要」より

引用 

画像： 

淀川河川事

務所資料よ

り引用 

画像： 

淀川舟運

のしおり

（摂津市

版）より

転記 
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（4）千本つきの歌碑（摂津市版淀川流域名所マップより） 

千本つきとは一種の地固め作業で長さ 1ｍ半位の棹を持っ

て土砂を置いたばかりの堤防に並び、棹をおろして突き

固めていく仕事である。歌碑には「千本つきには/調子が

ござる/足と手と口/三拍子」と刻まれている。 
 

3. 淀川の基礎知識 

（1）三川合流地点から大阪湾までが「淀川」 

桂川 

宇治川     大山崎の辺り   淀川   大阪湾 

木津川 

 
三川合流地点：地理院地図より作成 

 

（2）いろいろな“淀川”の呼び名 

☆一般に「淀川」と呼ばれるようになったのは江戸期に

入ってからである。 

☆日本書紀「仁徳天皇」の条には大和川を「南水」とす

るのに対して淀川は「北の河」と記している。 

☆万葉集では「取替川」、古今集には山城の淀の辺りを

詠んだ歌で「淀川」とされている。 

☆他にも「近江川」「山城川」等各地で様々に呼ばれて

いた。「澱川」「澱江」等と記されていることもある。 

 

（3）淀川の景観づくりの対象範囲 

河口から伏見（三栖閘門付近）までと現在舟運が就航し

ている旧淀川である大川の一部（八軒家浜～毛馬閘門）

を含む範囲 

 
淀川の魅力ある景観づくりにむけて（大阪府）より引用 

◎大阪プロバスクラブ年次総会 
〇年次総会は会員の過半数が出席し、有効に成立した。 

〇吉田州伸前年度会長が議長を勤め、2020～2021 年度行事

報告及び一般会計＆OH-BOX 会計報告があった。 

・2020～2021 年度行事報告（コロナ禍で 5回のみ開催） 

年月日 例会会場 行事及び担当委員会 

2020 年 

7 月 13 日（月） 

ホテルモントレ大阪 創立記念例会 

年次総会 

10月 12日（月） ホテルモントレ大阪 通常例会 

11 月 9 日（月） ホテルモントレ大阪 通常例会 

2021 年 

3 月 8 日（月） 

ホテルモントレ大阪 通常例会 

4 月 5 日（月） 観桜会（なだ万） 移動例会 

親睦活動委員会 

 

〇有竹正巳 2021～2022 年度会長より、本年度大阪プロバ

スクラブ理事役員及び委員会構成が発表された。また、西

田隆昭副会長より本年度行事計画が発表された。（行事計

画はページの関係で省略した。） 

 

・2021～2022 年度役員及び委員長 

役職 役員・理事 副及び役割 

会長 有竹正巳  

副会長 西田隆昭 山下恵司：ホテルとの交渉 

直前会長 吉田州伸  

幹事 西宮富夫  

会計 吉川栄子 野村尚子 

会計監査 竹田睦子 西田隆昭：会計・OH-BOX の会

計監査 

司会 野村尚子 蒲生惇子： 

会場管理と例会運営等 

広報 

 

西宮富夫 

 

川端崇且、別所泰：会報作成

及び他クラブへの窓口等 

20 周年 川端崇且 西田隆昭他 

プログラ

ム 

小林惇三 卓話等の予定作成 

親睦活動 

 

浅山紀久子 親睦活動（移動例会等）企画

立案運営 

出席 中井良美 出席管理・会場設営と食事数

確認等 

会員増強 井門照和 会員増強と入退会選考管理 

OH-BOX 宮田鐵夫 OH-BOX の管理 

全日本 川端崇且 全日本プロバス協議会 

副会長  

ソングリ

ーダー 

松岡茂雄 吉川栄子 

各種同好

会 

高儀好男 有竹正巳 

（副委員長名・委員名はページの関係で省略。） 

 

・大阪プロバスクラブ会則改正承認（2021 年版） 

以上  

次回 第 364 回 通常例会 2021 年 9 月 13 日（月） 

会場：ホテルモントレ大阪 12：00～14:00  

桂川 

 

宇治川 

 

木津川 


