
平成 21 年 11 月 24 日 No.2045 H21.11.17 (No.2044) の例会記録 

今週の卓話 （11 月 24 日） 

次週の予定 （12 月 1 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 47 名 出席数 35名 欠席者 7 名 

特定免除 5 名 その他免除 0 名 

出席率 83.33％ 

前々回 10 月 27 日分 

ホームクラブの出席者 38 名 84.44％ 

メークアップの結果 43 名 

特定免除 2 名 その他免除 0 名 

欠席者 2 名 修正出席率 95.56％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

２００９年～２０１０年度 

国際ロータリーのテーマ 

ロータリーの未来は 
あなたの手の中に ジョン・ケニー 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 

創立 1967 年 12 月 26日 
■ 会 長 谷中 清孝 
■ 幹 事 藤本 和俊 
■ 会報委員長 上田 正義 

◆4 つのテスト◆ 
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？ 

DAITO 
ROTARY 
CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 

「日も風も星も」 「四つのテスト体操」 

・誕生日自祝 木田 眞敏 君 

・誕生日自祝 上田 正義 君 

・入会記念日自祝 上田 正義 君 

・入会記念日自祝 杉原 巨峰 君 

・前金が出ましたので 上田 陽造 君 

・中嶋くん、おめでとう 谷中 清孝 君 

・子女の結婚 中嶋 啓文 君 

・理事会、例会欠席お詫び 田中 啓之 君 

・お詫び 大東 弘 君 

・早退お詫び 高田 眞吾 君 

・メークアップ無しお詫び 上田 正義 君 

・メークアップ無しお詫び 松原 清一 君 

・メークアップ無しお詫び 清水 正義 君 

｢大東ロータリークラブ創立 42 周年に因んで」 

大川 真一郎 会員 

田中(啓) 社会奉仕委員長 

ビジター 四條畷ロータリークラブ 梶川 良一 氏



皆様、こんにちは。最近めっきりと寒く 

なってまいりました。１１月は紅葉の美し 

い季節だと思っていましたが、ゴルフ場に 

行くと赤とか黄色より枯れ葉が目立って 

います。やはり、最近話題の地球上の気候 

変動の一つかなと感じます。 

１１月１５日、京都競馬場のＧ１レース、エリザベス女王杯に行ってまいりまし 

た。中央競馬会最高の牡馬の戦い。１番人気はブエナビスタ、単勝人気１倍代の実 

力馬が三着になり、私は負けましたが、何と１着は１１番人気のクィーンスプマン 

テ、２着は１５番人気のティエムプリキュア、馬単で 250,910 円、三連単で 

1,545,760 円（1378 人気）でした。 

１万円で買っておけば、１億５千万円、１０万円で買えば、１５億なんですね。 

数字は、７－１１－１６。誰か７月１１日が記念日の人がいれば、きっと高配当を 

狙っていたかも・・・ 

明日は、池田会員のお世話で、大東ロータリークラブのゴルフコンペが飛鳥カン 

トリーであります。参加は１７名と聞いております。まだ３名ほど参加できそうな 

ので、時間がある方は今からでも申し込んで下さい。よろしくお願いいたします。 

そして、今日は例会終了後、歴代会長会議がございます。お忙しいとは存じます 

が、大東ロータリークラブの近況と今後のことで報告等がありますので、よろしく 

お願いいたします。 

谷中 清孝 会長 会長の時間



◎ 歩こう会 大西 寛治 会員 

２００９年もあとひと月で終わろうとしています。 

年忘れウォーキングを下記の通り開催いたします。 

神社・お寺の拝観を中心に１０ｋｍ以内のコースです。 

会員とご家族、友人の参加をお願いいたします。 

また、京橋での忘年会も企画しておりますので、よろしくお願いいたします。 

1）日時：１２月１２日（土） 

ＪＲ住道 午前８：００ 又 京阪京橋 午前８：２０ 
2）行先：京都方面 

四条 ――― 祇園 ――― 清水寺 ――― 高台寺 ――― 

青蓮寺 ――― インクライン ――― 哲学の道 ――― 御所 

委員会報告 

● 清水寺 

奈良時代、宝亀 9 年（778 年）の開創。「清水の舞台」とし 

て有名な本堂は国宝で、舞楽などを奉納する正真正銘の 

「舞台」からの眺望は絶景。寺名の由来である音羽の滝 

の清水は、「金色水」「延命水」とよばれ、清めの水として 

尊ばれている。1994年に世界遺産に登録された。 

● 高台寺 

豊臣秀吉の妻ねね（北政所）が、慶長 11年（1606年）に 

秀吉の菩提を弔うため建立した寺院。小堀遠州作の庭園 

がある。春、夏、秋にライトアップが行われる庭園は国の 

史蹟名勝に指定されており、有名。ねねゆかりの品を集 

めた「掌美術館」もある。 

● 御所 

京都御所は、その古来の内裏の形態を今日に保存してい 

る由緒あるもので、現在のものは安政 2 年(1855 年)の造 

営である。紫宸殿を始めとし、清涼殿、小御所、御学問 

所、御常御殿など平安時代以降の建築様式の移りかわり 

をつぶさに見ることができます。



「環境問題と食について思う」 

橋本 正幸 会員 

参考書 

環境問題はなぜウソがまかり通るのか３ 

武田邦彦著 洋泉社 

食糧がなくなる！本当に危ない環境問題 

武田邦彦著 朝日新聞出版 

食品汚染はなにが危ないのか 

中西貴之・藤本ひろみ著 技術評論社 

ペットボトルのリサイクル 

プラスチックの分別回収をやめる自治体が現れました。 

東京２３区は２００８年４月から廃プラスチックのマテリアルリサイクルや埋め 

立てをやめ、可燃ごみとして焼却処理をするようになりました。また、青森県弘前市 

も、その他プラスチックを燃やせるごみに変更しました。 

「地球温暖化」 

日本ではほとんど気温の上昇が起きていない。また、長い歴史を見れば現在は最も 

温暖化が進んでいるわけでなく、二酸化炭素も危険なレベルまで減ってきています。 

世界の学者の半数、日本の気象学や物理学の専門家の８割は、少なくとも二酸化炭 

素による地球温暖化に対して、疑問を抱いている現状です。 

都市部以外では気温は上昇していない 

ＩＰＣＣの地球温暖化のデーターでは、「都市化（ヒートアイランド現象）による 

平均気温の上昇を除いていない」と公表している。 

食糧問題 

地球温暖化よりももっと深刻な食糧問題があります。 

日本の食料自給率は４０％、穀物自給率は２７％です。 

先週の卓話



世界の食糧事情 

世界の人口は６０億を少し超え、 その中で８億人の人が飢えているといわれていま 

す。ほとんどはアジア、アフリカの人です。そして毎年１，５００万人の人が餓死し 

ている。その多くは子どもといわれています。 

バイオエタノール 

化学肥料や農薬、耕作、収穫すべてに石油や電気を使うことから、「バイオエタノ 

ールは石油が不足しているので、食糧を燃料にしてそれを補う準備をする」というも 

のです。決して地球環境を良くすることができることではありません。 

食品について 

食品については、餃子事件や事故米の販売、ＢＳＥなどいろんな問題が挙げられ 

ています。 

日本で行われた調査で、「食に関して、危ないと思うものは何か」というアンケ 

ートに食の専門家と主婦が答えている。 

主婦は、第一に「食品添加物」、第二に「農薬」、第三に「お焦げ」と回答してい 

る。 

専門家は、第一に「食品中の毒物」、第二に「たばこ」、第三に「食品中のウイル 

ス」と答えた。 

私たちの食への感覚と専門家ではこれだけの違いがある。 

グルタミン酸とビタミンＢ２どちらが危険 

毒物という点では、摂取した人の半数が死亡する量は、グルタミン酸は体重１キ 

ログラムあたり２０ミリグラムなのに対して、 ビタミンＢ２は８． ２ミリグラムです。 

つまり２倍以上ビタミンＢ２が危ないと言えます。 

事故米を使って作られた酒は危険か 

多くの人がこの事件をきっかけに初めて存在を知った「事故米」ですが、そもそ 

も米を１００％自給している日本でなぜこんな米が存在するのか。 

事故米に含まれていた有害物質は３種類です。 

アフラトキシン 発がん性のあるカビ毒で、 自然界最強の発がん物質と呼ばれほ 

どの危険なものです。熊本県環境生活部が事故米を使って醸造した清酒、焼酎、米粉 

について分析を行ったところ、いずれも有害物質は検出できなかったと発表した。 

メタミドホス 分子の中心にリンを持つ有機リン系の農薬で神経の情報伝達を 

混乱させます。メタミドホスが基準値の６倍の１kg 当たり０．０６mg 検出されまし 

た。



短時間に大量に摂取した場合の許容量は、体重１kg 当たり１日０．００３mg。 

体重１００kg の人は、０．３mg ÷ ０．０６mg ＝ ５kg（３４合摂取） 

一生毎日摂取し続けても影響のでない量は、 体重１kg当たり１日０． ０００６mg。 

体重１００kg の人は、０．０６mg ÷ ０．０６mg ＝ １kg（約７合摂取） 

アセタミプリド 日本で許されているネオニコチノイド系の殺虫剤で、 メタミドホ 

スと作用する部位は似ていますが仕組みは全く異なります。体重５０kg の人なら１ 

日３．５５mg までなら摂取しても安全ということになり、３．５５mg まで摂取す 

るには米を１１８kg となりますので、健康被害は出ない微量の混入だったといえま 

す。 

輸入食品の安全 

農林水産省によると、日本食のてんぷらそばの材料のうち国産で賄えるのは、そば 

粉２１％、えび５％、てんぷら粉７％、植物油２％、しいたけ７２％です。 

輸入食品について、オーストラリアを選ぶか、中国を選ぶか、また、日本産の検査 

を受けない農家からの直送食品を選ぶか、 検査を受けたスーパーで選ぶかの選択にせ 

まられます。 

性質を確かめる 

インターネットで様々な物質の性質を知ることができます。 殺傷能力の表現として 

は「ＬＤ５０」「ＬＤＬ０」があります。 

「ＬＤ５０」は、その物質を摂取したときに５割以上の確立で死ぬ量です。 

「ＬＤＬ０」は、その物質で死亡する例が出てくる最小の量です。 

インターネットで「化学物質安全性データシート（ＭＳＤＳ）」で検索します。 

ＭＳＤＳにはその物質の性質や危険性などのデーター、 火災や漏出など予期しない 

ことが発生した場合の対処法などが記載されています。 これらの情報がネット上で公 

開されています。 

例 青酸カリを調べるには、「青酸カリ ＭＳＤＳ」で検索するとヒットします。 

最後に 

リサイクルをすることや、政府の世策を否定するものでもありません。情報が一方 

向だけの見方に動き、 真実を知る機会が少ないことが間違った行動になることが懸念 

されるからです。 

限りある資源を次世代に引き継ぐために、また、世界の人々が生きるには今何をす 

ればいいのかを議論し行動することが必要です。そのためには、事実を見極め実践す 

ることが求められているのではないでしょうか。


