
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （9 月 20 日） 

次週の予定  （9 月 27 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（9月 13日分） 

会員数  45名 出席数 34名 欠席者  4名 

特定免除  7名 その他免除  0名 

出席率 87.18％ 

 

前々回 8月 30日分 

ホームクラブの出席者 37名   94.87％ 

メークアップの結果  38名 

特定免除  6名  その他免除   0名 

欠席者    0名  修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

    「 手に手つないで 」 「 四つのテスト体操 」 

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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ニコニコ箱 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

「 自己紹介 」 

空門 満也 会員 

「 如何なる業界・暗中模索 」 

佐藤 多加志 会員 

ゲストスピーカー 

大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブ顧問 

瀬島 奈保子 先生 

インターアクター  扇 田 昴 典 君 

         木 村 祐 貴 君 

ビジター 

大阪城单ロータリークラブ     境  髙彦 氏 

     〃           永田  勵 氏 

大阪大手前ロータリークラブ    竹森 敏麿 氏 

    後面に記載 



 

 

 

昨日は晴天に恵まれてお月見をすることが出来ました。

月見は、仲秋の名月を鑑賞し農作物を供えて感謝を表す

行事です。 

日曜日は９，１１のアメリカ同時テロから１０年、そ

して３，１１の東日本大震災から半年がたちテレビ、新

聞報道はテロと震災の特別番組ばかりでした。この両方

が起こった時たまたまテレビで見た人も多かったと思い

ます。私も家で見ていて事の重大さに信じられずにいました。今も、あの光景を見て

も戦争の悲惨さ、自然災害の怖さが心に残ります。安心して暮らせる社会を取り戻し

てもらいたいものです。 

さて皆さんは体に何か良いことをしていますか。自分は皆様もが承知の通りウォー

キングです。１２年前に胸椎のヘルニアの手術をしたことがきっかけです。体に良い

ことをするには何かきっかけがあると思います。たとえば、禁煙する、禁酒するとか

いろいろあります。術後の自分の目標は、歩けるようになれば５０ｍを全力で走り、

何時か大峰山を登りたいが目標でした。５０ｍ全力走りは、まだ無理ですが大峰登山

は出来ました。その為に毎日毎日歩きました。それがこうじて中原君に感化されて２

４時間以内で１００ｋｍを歩く大会に参加し６年連続で完歩しました。最高は２０時

間でした。８００人参加し１５番目位でした。昨年は、奈良の飛鳥駅往復のコースで

した。山越えのコースで 841人中完歩が２３７人で順位は５３番でした。これは順番

を争うのではなく自分との闘いです。今年も参加するか迷っています。日曜日も朝５

時から松井山手まで歩きました。２２㎞で４時間かかりました。やり過ぎてもいけま

せんが、毎日続ける体に良いことを皆さんも探してください。 

１０月４日～５日は親睦活動委員会の一泊旅行です。毎週の例会とは違う会員同士

の友情が得られます。奥様も来て頂けます。道で出会っても、買い物で出会っても奥

様同志の繋がりもできます。ぜひ参加の程お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 

 

◎ニコニコ箱委員会                  福富 經昌 委員長 

 

・結婚記念日自祝                     小林 誉典 君 

・大峰山に登ってきました                 田中 祥介 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 

                             大西 寛治 君 

・ゴルフレッスン会、ご指導有難うございました 感謝    杉原 巨峰 君 

・高野山で素晴らしい仏像を拝ませていただきました     中野 秀一 君 

・清水正義、大東弘先生レッスン有難うございました 感謝  中嶋 啓文 君 

・本日、地区大会のＰＲに来ました。宜しくお願いいたします 

                        大阪城单ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

「 大東インターアクト創立３５周年に因んで 」 

 

中野 秀一 インターアクト委員長 

 

              大阪桐蔭中学校高等学校 

 インターアクトクラブ顧問 瀬島 奈保子 先生 

 インターアクター 扇田 昴典 君 

インターアクター  木村 祐貴 君 

 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 インターアクト海外研修 マレーシアにて」           木村 祐貴 

 

僕たちは、２０１１年８月４日～８日の５日間に渡り、マレーシアに海外研修に参

加させていただきました。 

１日目は、朝早く関西国際空港に集合しました。幹事校の金光八尾をはじめ、相愛、

清風、浪速、大阪桐蔭が参加させていただきました。 

これから始まる海外研修に期待を膨らませるものの、尐々緊張した中で結団式を行

いました。たくさんの関係者の方々が、お見送りくださり感謝の気持ちで一杯でした。

そして、マレーシア航空にて６時間４０分のフライト後、マレーシアに無事到着しま

した。宿泊先のタンピン、「ア・ファモサ・リゾート・マレーシア」へ移動しました。

このホテルは、とてつもなく広大な敷地内にあり、立派なホテルに滞在させていただ

きました。その夜は、３日目の現地のインターアクターとの交流会で披露する出し物

の練習をしました。 

２日目は、マレーシアにある日本企業のコクヨ工場を見学させていただきました。

コクヨ工場での見学は、目の前で加工されていく製品の部品を見ることができて、と

ても良い経験をさせていただきました。その後、現地の日本人社長の堤さんから「自

分を知る、日本を知る、相手を知る、アジアを知る」という貴重なお話を聞かせてい

ただきました。午後からは、歴史跡が数多く残るマレーシア最古の町「マラッカ」に

行きました。まず、博物館のババ・ニョニャ・ヘリテージを見学しました。その室内

は、派手な色彩でとても華やかな装飾品や食器などが展示されていました。その次に

向ったのが、青雲亭です。青雲亭とはお寺で、マレーシアで最古のお寺だそうです。 

次は、オランダ広場です。オランダ広場の周囲にはオランダ統治時代の赤色の建物

が並んでいました。その隣にあるセント・ポール協会はキリスト教布教の拠点として



ポルトガル支配下の１５２１年に建てられた礼拝堂跡です。マレーシアは色々な国に

統治されていたため、異文化が混ざり合っていることが分かりました。 

３日目、現地の学校を訪問させていただき、現地のインターアクターと交流会を行

いました。現地の大抵の人は母国語のマレー語をはじめ、英語、中国語を話すことが

できて、凄いなと感心しました。英語で会話ができるか不安でしたが、現地のインタ

ーアクターの人たちが、気さくに話しかけてきてくれたので、身振り手振りでどうに

か伝えようと一生懸命に話しました。 

その夜、再び訪問し夕食をとりながら、お互いの出し物を披露しました。マレーシ

アの人たちは民族舞踊を踊ってくれたり、歌を歌ってくれました。そして、僕たちは

「ふるさと」と「ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ」を歌い、お揃いのハッピを着て「河内音頭」

を踊りました。河内音頭に関しては、現地のインターアクターも混じって踊ってくれ

たので、親しくなれたような気がしてとても嬉しかったです。 

４日目、タンピンを後にし、クアラルンプールに行きました。マレーシアの王宮に

行ったり、モスクに行ったりしました。モスクに関しては、想像をはるかに超えた大

きさに驚きました。その後は、市内自主研修をしました。その夜、クアラルンプール

国際空港に行って、マレーシア航空にて帰国しました。 

このような観光旅行では経験できないような機会を与えていただき、ありがとうご

ざいました。この経験を生かしていけるよう努力して行きたいと思います。 

最後になりましたが、自費で引率して下さった、大東ロータリークラブ、インター

アクト委員長の中野さんをはじめ、お世話になったロータリーの先生方、顧問の先生

方、旅行会社の方、そして他校のインターアクターの皆さん、本当にありがとうござ

いました。 

 

 

「マレーシアへの海外研修について」                扇田 昴典 

 

今回のマレーシアへの海外研修はとても有意義で楽しいもので、８月４日～８日ま

での５日間行かせていただきました。 

まず、１日目は、関西国際空港に集合し、特別室にて結団式を行い、そこで先生方

やロータリアンの方々から今回の海外研修の目的を教えていただきました。僕はその

話を聞きながら、あまり人と接するのが得意でないので上手く現地の人とコミュニケ

ーションをとれるか、尐し心配になりました。結団式を終え、いよいよ飛行機に乗り

込みました。そして、６時間後にマレーシアのクアラルンプール国際空港に到着しま

した。その後、バスでホテルに移動して各々のコテージへ移り、他校の生徒と交流し

ながら１日目を終えました。 



２日目の午前中は、文房具で有名な「コクヨ」の現地工場見学でした。工場の見学

をさせていただいた際に感じたのは、社員の方々が暑い工場の中で、尐しも嫌そうに

仕事をしているのではなく、反対に生き生きと仕事をしている状況に凄いと思いまし

た。また、そうなるような会社の雰囲気を作っている堤社長から、これからの人生で

とても役に立つ話しをしていただき、心に残る訪問となりました。 

午後は、マラッカへ行きました。そこでは、マレーシアでは一番古い寺の「星雲亭」

や、１９世紀の資産家の家で、チャイニーズ・パロックと呼ばれる中国、マレー、欧

州の様式が融合された建物の「ババ・ニョニャ・ヘリテージ」、他にも「オランダ広

場」や「セント・ポール教会」などを見学しました。この日は、海外の仕事現場の状

況やマレーシアの歴史を存分に感じることのできる１日でした。 

３日目の午前中は、現地のロータリアンの方々と交流しました。そこでは、畑の肥

料となる糞やその大きなものを小さなものへと分解するミミズ、それを使って育てた

野菜や果物の畑を見せていただきました。 

午後からは現地の学校へ行かせていただき、その際には大歓迎で僕らを迎えて下さ

いました。まず初めに、現地のインターアクターの活動内容を教えていただき、次に

こちらが日本・マレーシアの長所と短所を発表しました。その後、現地の学生と交流

しました。ただ、やはりなかなか上手くいくものではなく、ジェスチャーなどを交え

ながらの交流となりました。 

そこでは、マレーシアの歌も教えていただいたりと楽しい時間を過ごすことができ

ました。初日に感じていた不安など、全く気になりませんでした。その夜、女子は浴

衣、男子のほとんどはジンベを着ての交流会となりました。この交流会では、マレー

シアから７つの出し物があり、色々な文化の違いを感じることができるものでした。 

日本からは２つの出し物を行いました。一つ目は歌です。これは日本語なので現地

の学生に楽しんでもらえるのか不安でしたが、曲の雰囲気で楽しんでいただけたと思

います。二つ目は河内音頭です。１回目を踊っている際に見ていられなくなったのか、

現地の学生が輪の中に入ろうとしていました。２回目、３回目には現地の学生を交え

て踊り、見よう見まねで踊ってくれました。これは予想以上に盛り上がり、とても楽

しいものとなりました。 

一通り全てを終えると、現地の学生とたくさんの写真を撮りました。帰る時には、

尐し寂しさも感じました。僕はこの時から、英語で会話ができるようになり、海外の

人々とコミュニケーションをとれるようになりたいと強く思うようになりました。 

４日目は、「モスク」や「独立記念碑」、「王宮」、「ペトロナス・ツイン・タワー」

などを見学し、クアラルンプール市内研修も行いました。そこでは日本の企業が進出

しており、改めて日本の企業のすごさを感じました。 

その後、夕食をとる会場で解団式を行い、帰国の途に着き無事日本へ帰ることがで



きました。 

今回、このような大変貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございまし

た。大東ロータリークラブの中野インターアクト委員長様には、お忙しい中この研修

にご同行いただき、僕たちの研修がより良いものになるようにとても親切にしていた

だいたこと、本当に感謝しています。 

また、ロータリアンの皆様々や、各学校の顧問の先生方をはじめとする、今回の研

修に関わっていただいた方々にも心から感謝しています。今後はこの経験を活かして、

更にしっかりと頑張って活動させていただきたいと思いますので、これからも応援よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



磐梯山  ：  標高 1816m                  百名山 22／100 
 

磐梯山（ばんだいさん）は、福島県耶麻郡の猪苗

代町・磐梯町・北塩原村の 3町村にまたがる山で

ある。会津富士（あいづふじ）、会津磐梯山（あい

づばんだいさん）とも呼ばれている。日本百名山

の 1つ。猪苗代湖の北にそびえる活火山（成層火

山）で、標高は 1904年（明治 37年）に設置され

た三角点「磐梯」の 1,818.61mを公式に用いてい

たが、同点が侵食されて消失したため 2010年（平

成 22年）10月に同じ場所に新設して計測し直し、

同年 12月 27日に 1,816.29mに改められた。広義

的には、主峰磐梯山のほか、赤埴山（1,430m）、櫛

ヶ峰（1,636m）を含めて「磐梯山」ともしている。

磐梯高原を含めて磐梯朝日国立公園に属する。元

は『いわはしやま』と読み、『天に掛かる岩の梯子』を意味する。磐梯山の麓は南が表磐梯、北が

裏磐梯と呼ばれる。表磐梯から見る山体は整った形をしているように見えるが、裏磐梯から見る

と、一変して山体崩壊の跡の荒々しい姿を見せる。2007 年（平成 19 年）には日本の地質百選に

選定された。 

 

 

茶臼岳  ：  標高 1915m                  百名山 23／100 
 

茶臼岳（ちゃうすだけ）は栃木県那須郡那須町に

ある標高 1,915mの山であり、数枚の溶岩流、火砕

流、頂部の火砕丘、溶岩円頂丘から成る成層火山

である。山体は日光国立公園に属す。日本百名山

のひとつ、那須岳の主峰、または那須岳の別称で

ある。 

茶臼岳は那須岳の別称またはその主峰であり、噴

火口を伴う山頂部は栃木県那須郡那須町にあるが、

その裾野は那須塩原市や福島県西白河郡西郷村に

まで及ぶ。那須の山々は茶臼岳の山裾に乗ってい

ると云ってよい。茶臼岳の東麓は那珂川支流の余

笹川や湯川など数多くの河川が多く存在する。一

方、茶臼岳の西麓は那珂川の源流部で、大川などの比較的大規模な河川があり、その一部平坦地

には沼原湿原があって数々の湿原植物が繁茂している。 

茶臼岳東麓には栃木県道 17号那須高原線（旧ボルケーノハイウェイ）が整備され、その中腹部に

ある『峠の茶屋』（那須岳登山口）まで自家用車で登ることが出来るほか、峠の茶屋の少し下には

那須ロープウェイの那須山麓駅があり、那須山頂駅まで索道が敷かれており茶臼岳山頂の近くま

で容易に到達することが出来る。峠の茶屋および那須山麓駅ともに大規模駐車場を備えているほ

か、那須山麓駅までは JR黒磯駅や那須塩原駅から春季から秋季まで東野バスの路線バス便も利用

可能なため、観光客が比較的気軽に訪れることができるが、アクセス道が県道 17 号 1 本のみで、

またこの唯一のアクセス道の県道 17号が峠の茶屋で Uターンしなければならないため、観光シー

ズンには県道 17号は非常に混雑（渋滞）する。茶臼岳山麓は広葉樹を中心とする植生であり、夏

は緑が豊かで秋は多種多様な紅葉が見られる。山頂部は噴火に伴う砂礫が覆っており、低木は点

在するが見晴らしは良い。登山道が整備され、斜面は緩やかでルートには案内板やマーキングな

どの目印も付けられているため初心者や子供連れでも比較的容易に登ることが出来る。登山口は

峠の茶屋で、峰の茶屋まで最初は林の中の土の道を歩き、その後大小岩石と砂礫の道を登ってい

く。峰の茶屋では南方向に折り返し、茶臼岳山頂に向かって一気に登る。 


