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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‐

こころの中をみつめよう
博愛を広げるために

２０１１年～２０１２年度
国際ロータリーのテーマ

平成 23 年 9 月 27 日
今週の卓話

No.2130

（9 月 27 日）

H23.9.20

国際ロータリー会長
カルヤン・バネルジー

(No.2129 の例会記録)

ビジター
大阪大手前ロータリークラブ

「 自己紹介 」
空門 満也 会員

次週の予定

（10 月 4 日）

竹森 敏麿 氏

ロータリーソング
「 日も風も星も 」 「 四つのテスト体操 」

「 秋の家族会 」
ニコニコ箱
木村 克己 親睦活動委員長

先週の例会報告
◆ 出席報告（9 月 20 日分）
会員数
特定免除

45 名 出席数 34 名 欠席者 8 名
3 名 その他免除

0名

・入会記念日自祝

角井 吉彦 君

・入会記念日自祝

清水 正義 君

・誕生日自祝

吉田 昭己 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
・鹿児島サザンウインドＲＣで

出席率 79.07％

歓迎していただきました
・子女の結婚

前々回 9 月 6 日分

感謝

福富 經昌 君
橋本 正幸 君

・市民祭りのご協力有難うございました

ホームクラブの出席者 39 名
メークアップの結果

大西 寛治 君

95.12％

感謝
・少し涼しくなってきました

40 名

特定免除

5名

その他免除

0名

欠席者

0名

修正出席率 100.00％

橋本 正幸 君
佐藤 多加志君

・市民祭り無事終わりました 感謝 木村 克己 君
・台風の被害が無い事を祈って！
中野 秀一 君

会長の時間

大西

寛治 会長

昨日、大東ロータリー旗争奪少年野球大会も熱戦の中、
無事に終わりもした。後程、大東委員長の方から報告が
あると思います。
日曜日には第３２回大東市民祭りが盛大に開催されま
した。今日はこの市民祭りについてお話します。第１回
大東市民祭りは昭和５４年８月住道駅から阪奈道路まで
を通行止めにして朝市、パレード、模擬店、青年会議所による相撲大会、盆踊りなど
の催しで始まりました。丁度、池田さんの店の辺りでわんぱく相撲大会をした記憶が
有ります。自分が青年会議所に入会した年でした。その時谷中さん、中嶋君等と知り
合いました。それから市民会館と北側の職員の駐車場に会場が変わり地車も参加し区
長会、商工会、青年会議所が輪番で会長を務めました。
ロータリーの中にも市民祭りの実行委員長を務めた会員がかなりおられると思い
ます。地域に根差した市民祭りになりました。自分が青年会議所の青少年開発委員長
の時、市民祭りのわんぱく相撲大会の土俵つくりの為、大相撲の大阪場所で使われた
本場所の土俵の俵をもらい職員の駐車場で１０ｔダンプ３台の山土とその俵を使い
４本柱を建て開催しました。当時子供の参加は 400 人位あり、やりがいがありました。
それからサーティホール周辺に会場が変わりました。丁度自分が青年会議所の理事
長の時、第 10 回記念大会の会長を務めました。阪奈下り線の松の鼻橋からサーティ
ホールまで通行止めにし、メインに地車 3 台とブラジルのサンバチーム等パレードと
模擬店、ばんばひろふみコンサート等 2 日間開催したことを覚えています。
それから会場が深北緑地に平成１２年第 21 回大会から変わりました。盆踊り、模
擬店それに花火大会がメインでした。花火は、非常に盛り上がり有名になりましたが、
会場が大東市の北側に位置し、大東市民より近隣市からの見物人の方が多く、平成１
６年９月の第２５回より今の末広公園に会場を移し，一日の開催になりました。
市民祭り運営も景気の動向に影響をうけます。市民の皆様の協賛金が必要です、又、
適当な会場も必要です。
次はロータリーについてお話します。我々が入会した時のメイキャプは、休会した
前後１週間でした、しかし今は前後２週間と緩和されています。メイキャプとはＲＩ、
地区、クラブの会議、事業に出席した時、又、会長幹事が認める会議、事業に出席し
た時とあります。この一週間で市民祭り、野球大会、明日の交通事故防止キャンペー
ンなど３回メイキャプの機会が有ります。認められた権利です、有効に利用して１０
０％出席の義務を継続してください。

委員会報告

◎社会奉仕委員会

橋本

正幸

委員長

「被災地に対する支援の中間報告」
社会奉仕委員会では、東日本の震災に対して支援を行う
ため、宮城県塩釜東ＲＣとコンタクトをとり、具体的な支
援内容の調整を行っています。
これまで、８月１０日に塩釜東ＲＣに出向いて意見交換
を行い、今地域で求められていることは何かを伺いました。
時期的には、やっと落ち着いたところで、地域に奉仕をす
ることを今後検討するという状況でした。
８月３０日幹事に連絡を行い、社会奉仕について伺いましたが、会長と社会奉仕委
員長が、これまで奉仕活動を行ってきた老人福祉施設への援助を検討しているとの回
答でした。
９月６日社会奉仕委員長に連絡をとり、具体的な活動が決ったのかを伺ったところ、
会長と老人福祉施設に行って調整を行っている。内容が決り次第連絡をさせてもらう
とのことでした。
９月１５日社会奉仕委員長から連絡があり、今後も老人福祉施設「清楽苑」に援助
を行う。当面、施設周りの清掃活動に草刈機が必要ということでした。今後も施設と
調整を行い、支援できることを検討していくと言うことでした。
委員会といたしましては、宮城県塩釜東ＲＣと調整を行い、理事会に諮り支援につ
いて検討を行います。
◎新世代奉仕委員会

大東

「第 32 回大東ロータリークラブ旗争奪少年野球大会」
９月１９日 決勝戦
オール住道 対
結果 ７対０
優

勝

午後２時３０分プレーボール

四条北ヤンキース
で

オール住道が

オール住道

準優勝

四条北ヤンキース

３

大野ドジャース

位

勝利

弘

委員長

先週の卓話

「 如何なる業界・暗中模索 」
佐藤

リーマン以降、「モノづくり」の空洞化急加速！
国内のハーネス需要は著しく低下して来ている。
国内のハーネス業者の増減変動は殆どない。
材料価格は、急上昇。
激“減少傾向の需要に供給体制過多で
「価格競争がますます激化」
材料高騰と相反し「薄利多売・スキマ模索の市場戦争！」

多加志

会員

日本の自動車産業
トヨタ、中国でＨＶ生産再開へ

部品も現地生産、販売テコ入れ

トヨタ自動車が中国でハイブリット車（ＨＶ）「プリウス」の生産を再開すること
が４日、わかった。ＨＶ関連の基幹部品の現地生産も検討している。
トヨタは、２代目プリウスを２００５年から０９年４月まで中国で生産。３代目は
日本から輸出していたが、１０年の販売は１００台にも満たず低迷していた。この
ほど３代目の生産認可を中国政府から取得したことから現地生産に切り替えて世
界最大の販売台数をほこる中国市場でのＨＶ普及を狙う。
第一貴社との合弁会社で来年をめどに生産を始める。当初はモーターや電池などの
基幹部品は日本から輸出するが、中国での生産を段階的に増やし供給することで、パ
ナソニックなど取引先との調整に入った。
中国ではホンダが来年、ＨＶの生産を始めるほか、日産自動車も電気自動車を生産
する計画だ。（2011/9/5

フジサンケイ記事より）

米国のシナリオ？〔あくまで弊社観〕
？アメリカの経済戦略は長期・緻密で国民感情と諸外国感情を利用する。
？理由（要因）の無い ￥高は何故？
？左記の、国債追加発行は何故ギリギリまで時間を要したか？
？中国と水面下で密接な関係？
？アメリカ ⇒

中国 人民元切上げを定期的に打診

？中

定期的に若干の切上げ進行中

国

？￥高 ⇒

⇒

輸出危機 ⇒

海外生産

⇒

主に中国へ

？中国は、日本企業の進出を歓迎しつつ静観し概ね主要産業が移行した段階で・・・
⇒

一気に

人民元切上

？またまた、危機に もう、日本へは帰れない？？？
？

⇒

アメリカが手を差し伸べ

もしくは、星条旗に

★

Ｍ＆Ａかも
が一つ増えるかも

２０１１年トレンド〔あくまで弊社観〕
？中国、デルタ地域（珠海・広東湾岸エリア）企業では「人件費高騰

２０１１年

より５年間で毎年３５％ＵＰ」（約４５０％ＵＰ）
？１年ごとに退職金を１ヵ月分加算

有給絶対利用

？現地、日系企業より「他国で生産できませんか？」
？日本は、マーケットに含まれない！
？韓国は強い ＦＴＡ（自由貿易）でも国内消費は国内供給で！（日経より）
攻めの経営で「空洞化」を防ぐ
◎ 海外出稼ぎ国内再投資
◎ Ｍ＆Ａ活用し新興国でシェア首位を目指す
◎ 世界の人・技術取込輸出産業を総出
？ようするに、国内企業は海外で争い強くなれとの事。
「ものつくり」ところか人まで「空洞化」

男体山

：

標高

2485m

百名山 24／100

男体山（なんたいさん）は栃木県日光市にある
標高 2,486m の火山。山体は日光国立公園に属
す。日本百名山のひとつ。日光市街地からいろ
は坂を登った、中禅寺湖の北岸に位置する。関
東地方有数の高山であり、成層火山らしい円錐
形の大きな山体は関東一円からよく望まれる。
古くから山岳信仰の対象として知られ、山頂に
は日光二荒山神社の奥宮がある。また、一等三
角点「男体山」（標高 2,484.2m）が設置されて
いる。従来、最後の噴火は約 14,000 年前だと
されていたが、山頂の噴出物の調査により約 7,000 年前の噴火が正式に確認され、活火山に
分類される可能性が出てきている[1]。中禅寺湖、戦場ヶ原、小田代原は、この約 7,000 年前
の男体山噴火により湯川が堰き止められてできたもので、流出口には日本三大瀑布として知
られる華厳滝や竜頭滝などがある。

日光白根山

：

標高

2578m

百名山 25／100

日光白根山（にっこうしらねさん）は、栃木
県日光市と群馬県利根郡片品村の境界にあ
る標高 2,578m の山。日光白根山の山体は成
層火山であるが、最高峰の奥白根（おくしら
ね）は安山岩のみから成る溶岩円頂丘である。
関東地方の最高峰で、国内ではこれより北や
東に日光白根山より高い山はない。深田久弥
の日本百名山のひとつ。
『白根山』とは、古来より峯が雪で白く染ま
る様を形容した名称であるため、同名の山が
日本各地にあり、その他の白根山と区別するため日光白根山と呼ばれるが、国土地理院発行の
5 万分の 1 地形図『男体山』には白根山とのみ記載されている。
白根火山群周辺には五色沼や湯ノ湖、湯滝、戦場ヶ原、小田代ヶ原など自然の造形物が在り、
また貴重な高山植物の植生も見られるため、山域は日光国立公園に指定され保護されている。
しかしながら、この山に多く自生することから名付けられた植物のシラネアオイも現在ではほ
とんど見ることはできず、また周辺山域には立ち枯れが多く見られ、その原因を首都圏からの
大気汚染物質の飛来とする研究もあるなど、自然環境の変化が進んでいる。
日光白根山は白根火山群の各山々（新第三紀火山）に周囲を囲まれており、また一年を通して
雲に隠れていることが多く、関東地方からは日光連山の稜線上に、奥白根山頂部のドーム状（第
四紀火山）の突起物が載っている程度にしか見えない。冬季、天候条件が整えば黒い山肌に雪
を纏う日光表連山の山々に比し雪に覆われてひときわ白い山体を現す。

会津駒ケ岳

：

標高

2133m

百名山 26／100

会津駒ヶ岳（あいづこまがだけ）は福島県南
会津郡檜枝岐村（ひのえまたむら）にある標
高 2,133m の山。日本百名山の一つ。一等三
角点「岩駒ケ岳」
（標高 2,132.4m）設置。
会津駒（あいづこま）の略称で親しまれてい
る。単に「駒ヶ岳」と呼ばれることも多い。
頂上とその稜線は草原のようになっており、
木道の敷設されている場所もある。山頂から
北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多
く、高山植物が多い。
冬季には山スキーのメッカとなる。
2007 年（平成 19 年）8 月 30 日、尾瀬国立公園の一部として新たに国立公園に指定された。

越後駒ケ岳

：

標高

2003m

百名山 27／100

越後駒ヶ岳（えちごこまがたけ）は、新潟県
南魚沼市と魚沼市にまたがる標高 2,003m の
山。魚沼駒ヶ岳（うおぬまこまがたけ）とも
呼ばれる。日本百名山の一つ。
山頂は南魚沼市側に位置する。八海山、中ノ
岳とともに越後三山（魚沼三山）の一つに数
えられる。
標高はそれほど高くないが、東側（水無川側）
と北側（佐梨川側）は標高 200-300m の山麓
まで一気に落ち込んだ天然の大障壁をなし
ており、迫力ある山容を示している。冬季に
は豪雪に見舞われ、盛夏でも雪渓が残る。佐梨川金山沢奥壁などの巨大なスラブ壁があり登攀
の対象となっている。

平ケ岳

：

標高

2141m

平ヶ岳（ひらがたけ）は、新潟県魚沼市と群
馬県みなかみ町の境界にある標高 2,141m の
山。
日本百名山のひとつ。
山頂の北東約 0.2km
に二等三角点「平岳」
（標高 2,139.6m）が設
置されている。新潟県側の山域は越後三山只
見国定公園に属する。

百名山 28／100

