
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （8 月 2 日） 

次週の予定  （8 月 9 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（7月 26日分） 

会員数  44名 出席数 35名 欠席者  2名 

特定免除  7名 その他免除  0名 

出席率 92.11％ 

 

前々回 7月 12日分 

ホームクラブの出席者 32名   86.49％ 

メークアップの結果  35名 

特定免除  8名  その他免除   1名 

欠席者    0名  修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

  「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト体操 」 

 後面に記載 

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 

 

 カルヤン・バネルジー 

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 大西 寛治 
■幹 事 上田 正義 
■会報委員長 北本 良弘 

◆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？ 
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平成 23年 8月 2日   No.2123   H23.7.26 (No.2122の例会記録) 

ニコニコ箱 

「 クラブ奉仕部門の運営について 」 

中原 毅 クラブ奉仕委員長 

大川 真一郎 会員 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

 

 

IM3組 ガバナー補佐 三村 雄太郎 氏 

ゲストスピーカー 

    仁泉会病院 外科 部長 

    大阪医科大学 外科 講師 山本 哲久 氏 

    仁泉会病院       長谷川 文三 氏 

ビジター 

  大阪なにわＲＣ       岡本 真一郎 氏 

    〃          岸本 吉左衛門 氏 

    〃            早栗 義文 氏 

    〃            中山 文隆 氏 

  大阪大手前ＲＣ        竹森 敏麿 氏 

  大東中央ＲＣ         伊泊 規子 氏 

ゲスト 

  米山奨学生     ピューピュートゥエ さん 



 

 

 

第２７回四条畷署管内剣道大会が新

世代奉仕委員会の事業として盛大に執

り行われました。結果は後程、委員長

の方から報告があります。皆様のご協

力有難うございました。 

台風一過で過ごしやすい日が続いて

いますが、２３日には（社）大東青年

会議所の創立４０周年記念式典に出席

し私は２０周年を経験し卒業しましたので、この２０年で若者達の意識改革と成長に

は驚きました。２４日には、アナログ放送から地上デジタル放送に東北３県を除く全

国で完全移行されました。テレビ新時代の始まり、様々な可能性に挑戦したいと放送

関係者が語りました。一方４、０００万台以上のテレビがデジタルに切り替わってい

ないのも事実です。 

昨日は日本３大祭りの一つ天神祭が行われ、この中にも船渡御の船に乗られた方も

おられます。天神祭については、皆様の方が詳しいと思いますので省略します。 

国内では比較的に穏やかでしたが、海外では考えられない事件がおこりました。

我々、日本人から見れば、安全で、穏やかな国ノルウェー、首都オスロと首都近郊の

ウトロ島で爆弾テロと銃乱射事件が起き、死者９３人の犠牲者を出しました。北欧の

国での出来事に驚きました。犯人は反移民思想者、極右翼主義者の３２歳のアンネシ

ュ、プレイビック容疑者で、地元では目立たない存在だった。しかし、ネット上では

反移民感情をあらわにしていたと発表がありました。 

また、中国では起こりうる起こった事故が発生し４３人の方が亡くなりました。中

国高速鉄道は２０１０年末の営業距離は８３５８キロで、２０年には１６０００キロ

超に延伸する計画です。設計上の最高速度は主に２５０キロと３５０キロがある。 

この他、在来線の上を高速鉄道車両が走る路線もあり、２３日に事故が発生した路

線の設計時速は２５０キロで低速の貨物列車も運行している。 

北京―上海間を走る３５０キロの、最新車両路線（中国版新幹線）とは異なる。落

雷で停車中の電車に後続車両が追突する有りえない事故であった。経済成長を牽引し、

国威発揚を図る目的を兼ね備え、突貫工事を進めてきた中国には、安全性の疑問の声

も上がった。成長至上主義の経済路線同様に、安全を軽視して拡大する鉄道計画のひ

ずみを露呈した。 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



参考に、２００８年４月山東省で脱線した列車に別の列車が正面衝突役７０人が死

亡。０９年６月湖单省の駅構内で列車同士が衝突３人死亡。７月チワン族柳洲で列者

が脱線し４人が死亡。１０年５月江西省憮州で列車脱線１９人死亡。１１年１月広州

で停車中の高速鉄道の車両上部で爆発。７月１０日、１２日、１３日北京―上海間で

高速鉄道が緊急停止。２３日には今回の事故がありました。 

しかし、昨日の新聞では先頭車両が証拠隠滅のために埋められるとの、報道があり

ました。先進国では、考えられません。 最後にロータリーのことを尐し、次の席次

が、正式行事に出席する国際ロータリーの現役員次期及び元役員の為の指針として承

認されている。会長（または、会長代理）・会長エレクト・副会長・理事会のメンバ

ー・事務総長・会長ノミニー・理事エレクト・理事ノミニー・地区ガバナーと他の現

ＲＩ役員・元理事・元事務総長（先任順）・会長エレクトエード・次期地区ガバナー

とガバナーノミニー、現職の席次が元役職より上席である。２つ以上の役職を保持し

ている場合は、高い方の役職の席次とする。配偶者が同行している場合は、その席次

は夫婦ともに同一とする。地区大会における会長代理は、会長自身が地区大会に出席

した場合と同じ席次を与えることに注意をはらうべきである。クラブの場合も国際ロ

ータリーの席次を参考にして考えて下さい。 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  福富 經昌 委員長 

 

・歩こう会（奈良奥山）参加 感謝             樋口 秀和 君 

・楽しい例会、仲間に会える楽しみ、奉仕の出来る喜びに感謝 

 歩こう会 ありがとうございます 感謝          大西 寛治 君 

・歩こう会参加 写真ありがとうございます         北本 良弘 君 

・事務局、地デジにしました 感謝             中  恒夫 君 

・ステキな社長 ありがとうございました 感謝       橋本 正幸 君 

・歩こう会初参加。樋口会員写真ありがとうございました 

 北本会員ご馳走様でした 感謝             佐藤 多加志 君 

・歩こう会ではお世話になりました 感謝          中野 秀一 君 

・本日の卓話（仁泉会病院 山本外科部長） 

 よろしくお願いいたします         大東中央ＲＣ 伊泊 規子 氏 

・例会欠席お詫び                     西條 義昭 君 

委員会報告 



◎ガバナー補佐エレクト会議報告             樋口 秀和 会員 

 

第１回ガバナー補佐エレクト会議が、７月２１日（木）にガバナー事務所に於いて

開催されました。 

ＲＩ会長の方針が確定してから、髙島凱夫ガバナーの地区方針を決定することにな

るが、現在は次のようなことを考えられている。 

目標 

１．会員の減尐に対応して、力強い地区にしたい。 

２．地区財政の状況に応じた地区運営をする。 

３．東日本大震災に対する支援について、支援の方針についてリサーチする。 

４．健全な青尐年を育てる。 

５．海外への支援について検討する。 

 

第１組～第８組ガバナー補佐エレクトの自己紹介が行われた。 

年間予定が発表され、年度内で毎月１回（年間１２回）開催されることが確認され、

次年度に向けて各回の会議で勉強していくことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子 団体 優 勝  深 野中学校 Ａ 

      準優勝  住 道中学校 Ａ 

      ３ 位  四條畷中学校 Ａ 

女子 団体 優 勝  单 郷中学校 

      準優勝  深 野中学校 

      ３ 位  住 道中学校 

男子 個人 優 勝  深 野中学校     中谷 功平 くん 

      準優勝  住 道中学校     山崎 多郎 くん 

      ３ 位  田 原中学校     佐野 全宏 くん 

      ３ 位  田 原中学校     平井 悠資 くん 

女子 個人 優 勝  深 野中学校     中谷 文香 さん 

      準優勝  北 条中学校     前川 侑貴 さん 

      ３ 位  单 郷中学校     木村 真梨 さん 

      ３ 位  田 原中学校     酒井 穂香 さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「  大腸のおはなし ～最新大腸がん治療を踏まえて～  」 

 

堀部 邦夫 会員 

仁泉会病院 外科 部長 

大阪医科大学 外科 講師  山本 哲久 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大腸は、消化管の一部で、小腸の次より始まり盲腸から直腸に至る長さ約２ｍ弱の

菅腔臓器です。消化機能として、細菌による食物の発酵と水分の吸収が行われます。 

多糖類からなる食物繊維は腸内細菌により発酵し、短鎖脂肪酸に変更されます。大

腸の場合、これが主要なエネルギー源として利用され、余剰分が全身に供給されます。 

次に、大腸の疾患について説明します。大まかに良性疾患と悪性疾患に区別できま

す。良性疾患とは、細菌等の感染による腸炎から虫垂炎（世間で言う盲腸）、憩室炎、

さらに近年罹患者が急増している難病疾患（潰瘍性大腸炎・クローン病）まで非常に

幅広くみられます。生肉の生食による感染性腸炎から重篤な溶血性尿毒症症候群へ移

行し死者が出たことは、記憶に新しいと思います。 

また、大腸の疾患は食生活の欧米化とも密接な関係があります。後で説明します大

腸癌が一番の良い例ですが、憩室炎（大腸壁の一部がなく粘膜層が外側に膨らみ、そ

のくぼみに炎症を起したもの）や、クローン病（消化管に非連続性の慢性の炎症性疾

患）、潰瘍性大腸炎（大腸粘膜に連続性の潰瘍が出来る炎症性疾患）に代表される難

病疾患は、ここ数十年で急激に罹患者が増大しています。 

食生活やストレス社会が密接な関連が有ると考えられています。 

 

先週の卓話 



悪性疾患としては大腸癌であります。戦後劇的な罹患者の増大が見られ、数年前に

胃癌患者数を追い抜き、男性では肺がん、女性では乳がんに次いで第２位であります。

罹患者数が多いことも有りますが、癌の中では男性の死因の第３位、特に女性では第

１位であります。 

大腸癌における特異的な症状はなく、便秘や下痢、血便、便柱狭小化等の消化器症

状が有りますが、決め手には至らず、大腸内視鏡検査が早期発見への一番信頼できる

検査であります。ポリープの段階でしたら、大掛かりな手術をすることなく、内視鏡

的に切除することも可能であります。 

大腸癌の手術は、この１０年で大きく変遷をみました。以前は、開腹手術（お腹を

２５～３０ｃｍ切る）が標準的な手術でありましたが、近年は腹腔鏡下手術（キズの

小さな手術）に取ってかわられるようになってきました。この手術は、主に臍に小さ

な穴をあけて、そこからカメラをお腹の中に入れて、その他何ヶ所かあけた穴から器

材を入れて、テレビモニターを見ながら手術をするというものです。外科医にとって

は尐しストレスですが、患者さんはキズが小さく、その分痛みも尐なく、術後の回復

が非常に早いこと（良好なＱＯＬ）が大きな特徴です。 

当院では、私が赴任した４年前からこの手術を導入しております。ただ、残念なが

ら大腸がんの患者さん全員にできるわけではありません。開腹術の既往や癌の進行度

などによって制約される面もありますが、腹腔鏡下手術が今後の標準的な治療法にな

って行くと思われます。 

以上、最新の知見を交えてお話したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旭岳  ：  標高 2290.89m         日本百名山 6／100  

 

旭岳（あさひだけ）は、北海道上川郡東川町にある火山。

大雪山連峰の主峰で標高 2,291m。北海道最高峰。標高は

従来 2,290m とされていたが、2008 年（平成 20 年）、国

土地理院により 2,291m に改定された。東川町の旭岳温泉

から姿見の池（標高 1,600m）まで大雪山旭岳ロープウェ

イがあり、比較的手頃な登山が楽しめるとあって、多く

の登山者が訪れる。姿見の池付近はなだらかで高山植物

が広がり、本州では 3,000m 級の山にしかないような植物

を見ることができる。また運がよければシマリスの観察

もできる。しかし高山であり、夏でも天候が急変すると

疲労凍死者が出るほどであることから、天候の急変に備

えて非常用装備や秋の北アルプス並みの服装が必要。頂

上付近は急坂の岩場が続くが、道の目印となる「金庫岩」

と似た「ニセ金庫岩」があることもあり道に迷いやすい（近年は道なりにロープを張る事で

改善された）。1989 年（平成元年）の SOS 遭難事件もここで道を間違えたと言われている。 

かつてここを北海道道 212 号旭川大雪山層雲峡線で貫く計画があったが中止となり、2000 年

（平成 12 年）に道道は完成部分で 2 分割され、北海道道 1160 号旭川旭岳温泉線と北海道道

1162 号銀泉台線となっている。 

 

 

トムラウシ山  ：  標高 2141m      日本百名山 7／100  

 

トムラウシ山（トムラウシやま）は、北海道中

央部、上川管内美瑛町と十勝管内新得町の境に

そびえる、大雪山系南部ので標高2,141 mの山。

「大雪の奥座敷」と称される。日本百名山に選

定されている。トムラウシとは、アイヌ語で「花

の多いところ」を意味するとも、「水垢が多い

ところ」の意だともいわれる。30～10 万年前

に活動した火山で、山頂に溶岩ドームがあり、

麓の新得町側にはトムラウシ温泉がある。国土

地理院の三角点の名称は、「富良牛山」と記さ

れているが、これはアイヌ語起源の地名によく

用いられる当て字である。火山であり、山頂には噴火口もあるが、現在は完全に活動を停止し

ている。噴火口は一部が崩れていて U 字型になっている。山の上部は森林限界のハイマツ帯で、

池塘や沼が点在し高山植物が群生している箇所がある。山頂部の溶岩台地には大きな岩が積み

重なり「ロックガーデン」と呼ばれ、ナキウサギの生息地になっている。山域は 1934 年（昭

和 5 年）に大雪山国立公園の特別保護地区に指定された。 


