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◆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？

創立 1967 年 12 月 26 日
■会
長 大西 寛治
■幹
事 上田 正義
■会報委員長 北本 良弘

‐Reach Within to Embrace Humanity‐

２０１１年～２０１２年度
国際ロータリーのテーマ

こころの中をみつめよう
博愛を広げるために

平成 23 年 7 月 26 日
今週の卓話

No.2122

（7 月 26 日）

｢大腸のおはなし~最新大腸癌治療を踏まえて~｣
仁 泉 会 病 院 外科 部長
大阪医科大学 外科 講師 山本 哲久 氏
堀部 邦夫 会員

次週の予定

（8 月 2 日）

H23.7.19

ビジター

国際ロータリー会長
カルヤン・バネルジー

(No.2121 の例会記録)
枚方ＲＣ

三村 雄太郎 氏

（IM3 組ガバナー補佐）

ロータリーソング
「 日も風も星も 」
「 四つのテスト体操 」
ニコニコ箱

IM3 組 ガバナー補佐 三村 雄太郎 氏

先週の例会報告
◆ 出席報告（7 月 19 日分）
会員数
特定免除

44 名 出席数 32 名 欠席者 3 名
8 名 その他免除

1名

出席率 84.21％
前々回 7 月 5 日分

大東

弘 君

・入会記念日自祝

中

・入会記念日自祝

佐藤 多加志君

・入会記念日自祝

木村 克己 君

・入会記念日自祝

中野 秀一 君

・入会記念日自祝

髙田 眞吾 君

・入会記念日自祝

中嶋 啓文 君

・結婚記念日自祝

福富 經昌 君

恒夫 君

・楽しい例会、仲間に会える楽しみ

ホームクラブの出席者 39 名
メークアップの結果

・入会記念日自祝

100.00％

39 名

奉仕の出来る喜びに感謝

大西 寛治 君

・大阪桐蔭インターアクトクラブ例会に

特定免除

3名

その他免除

2名

欠席者

0名

修正出席率 100.00％

多数ご参加いただき有難うございました
中野 秀一 君

会長の時間

大西

寛治 会長

久しぶりに、明るい話題がありました。諦めない気持ち
でなでしこジャパンが女子サッカーワールドカップで優
賞しました。道端で咲く赤、ピンクの小さな花、花言葉は
清楚、清潔の可愛い花がなでしこです。全試合、
粘って、粘って諦めずに世界一位になりました。
全選手、力を出し切りました。特に澤キャプテ
ン、小柄な宮間選手、そしてキーパーの海堀選手
はＰＫ戦でも日本の優勝に大貢献しました。ここ一番で弱い男子は、女子を
見習ってもらいたいものです。
女子プロゴルフの公式戦でも有村智恵さんが３万年に一度の快挙を成し遂げまし
た。同一ラウンドでロングホール第二打がカップに入るアルバトロス、そしてショト
ホールを一打で入るホールインワンを達成しました。グリーンに乗せるだけでも難し
いのに、ゴルフをする人にはその快挙は理解できると思います。又、諸見里しのぶさ
んがワンイーグルを含む連続８バーディのハーフ２７のスコアの新記録を達成しま
した。只々、女性の活躍には頭の下がる思いです。全米、全英オープンに出場した石
川遼君初め男子プロの健闘をお願いします。
男子で何かないかと探したら、ありました。大相撲の大関魁皇が元横綱千代の富士
の１０４５勝を抜き１０４７勝の新記録を達成しました。テレビの臨時ニュースでも
放送がありました。若貴、曙と同期です。それを聞くだけでも、腰の持病を持ちなが
ら諦めずに新記録の達成には頭の下がる思いです。何事も粘り強く、諦めず、続ける
ことが大事です。
今週は剣道大会ですが、私がロータリーに入ったころは委員長が一人でやっておら
れました。クラブから予算額を警察に渡しそれで選手募集から、当日の設営から、運
営まで全てを警察がする。会員は始まる少し前に行き、椅子に座り見ているだけでし
た。我々ＪＣ上がりの新入会員にはそのことがロータリーは凄いなと思いました。
しかし、今のような開催になったのはグリコ、森永事件がきっかけです。捜査の為
に警察に人手が足らず、大会の実施が危ぶまれました。その時、会員が今の様に、選
手募集、設営、運営をして開催にこぎつけました。
警察は署長の挨拶だけでした。それからは、今の様な剣道大会の開催になりました。
ロータリーの権威も必要ですが、大会運営によるクラブの親睦と和も必要です。

委員会報告

◎会員増強委員会

角井

吉彦

委員長

当クラブは近年会員の減少傾向が続いております。クラブの会員基盤を築くには、
新会員が入会し、新しいエネルギー、新鮮なアイディアなどを得るとともに、現会員
の退会を無くし維持することが必要です。
本年度の会長方針は、新会員を３名以上増強することが目標です。新会員を勧誘す
るには、会員一人一人が友人や家族、仕事関係の知り合い、地域の人々に声をかけ入
会を勧めて頂きます様、新会員の推薦書を一式お渡しいたしますので宜しくお願い申
し上げます。なお、新会員の間、会員にはクラブに早く溶け込んで頂きます様、一年
間佐藤会員にアドバイザーをお願い致しております。

◎インターアクト委員会
平成 23 年 7 月 14 日

中野

秀一

委員長

大阪桐蔭中学高等学校におきましてインターアクトクラブ

例会が行われ、大西会長はじめ１０名のメンバーで参加いたしました。
例会ではインターアクター達から東日本大震災に関する募金活動を行った事、
新入生歓迎会に関する活動内容報告、早朝清掃活動に関する内容報告、
進入部員から入部動機について、そして８月４日からマレーシアにて行う海外研修
の抱負が発表されました。
本年度のインターアクトクラブ部員は２０名となり、昨年から大幅に増員されてい
ます。 大西会長からは継続する事の大切さを宅話でお話いただき、インターアクタ
ー達も真剣に話しに聞き入っていました。

先週の卓話
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表

◆出席委員会
今年度大西会長の下、毎回１００％の例会出席発表ができ
ます事を願っております。会員一人一人の努力の結果、例会
出席１００％が達成されます。
皆出席の例会が、数多い中この流れを続けて行けます様、
会員の皆様のご協力をお願いいたします。

髙田

」

眞吾

委員長

◆広報委員会

東村

正剛

委員長

本年度、大西会長が大東ロータリー・クラブのテーマ「我々
の心にチャーターメンバーの熱い思いを今一度」と掲げられ
ました様に、広報の原点を見直し広報委員会を運営したいと
思います。各委員会の事業には積極的に参加し、写真撮影・
データ管理を事務局と協力しながら構築し、ロータリーに関
する情報を会員の皆様や、一般の人々に WEB 等で広く情報発
信し、クラブの奉仕活動等を広報していきたいと思います。
又、会員拡大はクラブ運営において最重点課題と大西会長も位置付けています。効果
的な広報活動をすることで、大東ロータリー・クラブの魅力が向上し、会員増強にも
繋がると思います。
会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。

◆シンギング委員会

大矢

克巳

委員長

福富

經昌

委員長

明るく・大きな声で・元気よく、ロータリーソングを歌っ
て頂く様にタクトを振っていきます。「四つのテスト」は、こ
の意味を理解して皆様にしっかりと体操をして頂ける様にし
ていきます。一年間、ご協力を宜しくお願いします。

◆ニコニコ箱委員会
「ニコニコ箱」は 2660 地区の大阪ロータリークラブの‘罰
金箱’が始まりのようです。現在では、他の地区でも「Smile
Box」「ニコニコボックス」「奉仕箱」などの名称で多く利用さ
れています。その目的は、会員･その家族･事業等で何か嬉し
い事やお目出度い事があった時、また何かで失敗したり、迷
惑をかけた時、お世話になったお礼など「ニコニコ」をもっ

て披露し、喜びなら分かち合い、失敗ならユーモアで苦笑し、例会をにぎわせて親睦
を増進する役割もしています。
任意の寄付ですから、金額や頻度に関する制限はありません。会員の皆様、何かに
こにこする事がありましたら、些細な事でも結構です。にこにこして「ニコニコ箱」
にご協力をお願い致します。

◆国際交流平和委員会

佐藤

多加志

委員長

姉妹クラブである雙溪 RC との相互の国際的な理解と親善を
育むための交流を基本とし情報の共有、周年を控えての年に
過去の WCS 実施の把握と現状調査、報告を行い更なる交流平
和の糧となる様、取組みたいと思います。
◇

米山記念奨学等の国際青少年交換プログラムに寄与する
奉仕活動の参加要請

◇

クラブ会員に国際大会・地域大会等への参加要請

◆ロータリー財団委員会
昨年度は東日本大震災の影響によりＧＳＥ受け入れが延期
になり、本年度引き続き当地区 3 組 4 組がＧＳＥ受け入れに
なっております。今年度のホストクラブは当クラブではあり
ませんが、同じ組がホストクラブなので何かと手伝う事にな
ると思います。その際は皆様の協力をいただけるようお願い
申し上げます。
また、財団は年次プログラムとして一人 13000 円・ポリオ
プログラムとして一人 2000 円の寄付をお願いいたします。

松原

清一

委員長

◆米山奨学委員会

杉原

巨峰

委員長

米山奨学事業は、国際平和の一つの事業として外国人留学
生に対する奨学金制度を支援する国際奉仕活動であります。
本年度は、４月より世話クラブとして奨学生（ピューピュ
ートゥエさん）を迎え入れる中で、奨学金による経済支援と
共にロータリーとの深い交流と精神的ケアを重視しながらカ
ウンセラーやロータリアンと共に、奨学生との国際交流を深
め留学生活が心豊かなものになるよう努力していきたいと思
っております。
会員皆様方のご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。
本年度事業内容として
１）奨学生への毎月（例会時）の奨学金支給時にスピーチ
２）１０月の米山月間には、米山奨学生に卓話
３）米山奨学寄付金

各クラブ会員１人２万円の達成

又委員長、カウンセラーとしては、地区での研修会・レクレーション・修了生歓送
会などの行事が予定されております。

◆インターアクト委員会

中野

秀一

委員長

大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブの活動に協
力・参加し、活動の根幹であります地域社会への奉仕と国際
理解を深める活動を通じて、人間性豊かな人材育成に努めま
す。
本年度は東日本大震災により、海外研修自粛という議論も
ございましたが、このような時であるからこそ元気な日本を
発信するべく、敢えて海外研修を執り行う事が決定しており
ます。提唱する大東ＲＣの担当責任者として、インターアクターの活動をサポートし
てまいります。又、各種事業において会員の皆様にご出席をお願いする事が多々ある
かと思いますが、ご理解とご協力をお願い致します。
《今年度事業計画予定》
７月 早朝清掃活動
８月 海外研修

大阪桐蔭ＩＡＣ例会

マレーシア（８月４日～８日）

９月 早朝清掃活動

クリーンハイキング

１０月 早朝清掃活動

１１月

２月 冬の奉仕活動

６月

募金活動
新入生歓迎会

２６６０地区年次大会

雌阿寒岳

：

標高

1499m

雌阿寒岳（めあかんだけ）は、北海道、阿寒の
活火山で標高 1,499m。古くはアイヌ語でマチネシ
リ。玄武岩からデイサイト(SiO2 50～70%)の成層
火山群、1000～2500 年前には、阿寒富士火山体が
形成。日本百名山に選定されている。
国土地理院による正式名称は雌阿寒岳だが、深
田久弥の百名山をはじめ一般に阿寒岳というと、
この雌阿寒岳を指すことが多い。
阿寒の名を冠する山は他に二座あり、雌阿寒岳
の近くに阿寒富士（1,476m）
、少し離れて雄阿寒岳（1,371m）がある。何れも火山である。雄阿寒
岳と阿寒富士は今のところ静かだが、雌阿寒岳は現在もさかんに活動している。登山家の深田久
弥が訪れた 1959 年や、最近では 1998 年に小規模な噴火を起こし、周辺では降灰が観測され、登
山の禁止と解除が繰り返されている。2006 年 3 月 21 日に小規模噴火を起こした。
登山道はオンネトー湖畔からのものと雌阿寒温泉からのもの、他に阿寒湖畔からのものなど数
本があるが雌阿寒温泉とオンネトーからのものがよく利用される。両コースの場合、山頂までは
夏場の標準的な登山の場合で 3 時間程度。標高差は約 800m 程度。北海道の山の中でも比較的登
山道の整備もよく、コースからの眺望も良好で家族連れや初心者にも上りやすい山である。ただ
し活火山のため登山が制限される場合があるのと夏場でも悪天候に注意は必要である。頂上には
1972 年に落雷のため登山中に死亡した小学生を悼む石碑が建っている。

後方羊蹄山

：

標高

1898m

羊蹄山（ようていざん）は、北海道後志地方单
部（胆振国北西部）にある、標高 1,898m の成層火
山である。後方羊蹄山(しりべしやま)として、日
本百名山に選定されている。
羊蹄山は円錐形の成層火山で、2003 年に気象庁
により活火山に指定された。
山頂には直径 700m、
深さ 200m の火口があり、西北西斜面にも側火口
を持つ。支笏洞爺国立公園に属し、山頂は倶知安
町・喜茂別町・京極町・真狩村・ニセコ町の境をなしている。
山腹にはキタキツネ、エゾクロテン、エゾリス、エゾシマリス、エゾモモンガ、エゾユキウサ
ギなどの哺乳類が生息しており、130 種類以上の野鳥がいることも確認されている。
また、名水の地としても知られ、周囲には無料で利用できる水汲み場が数ヶ所ある。

