
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （10 月 11 日） 

次週の予定  （10 月 18 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（9月 27日分） 

会員数  45名 出席数 36名 欠席者 3名 

特定免除  6名 その他免除  0名 

出席率 90.00％ 

 

前々回 9月 13日分 

ホームクラブの出席者 34名   87.18％ 

メークアップの結果  38名 

特定免除  7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 

    「 我等の生業 」 「 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‐ 

 

「米山月間に因んで 」 

杉原 巨峰 米山奨学委員長 

 「 職業奉仕月間に因んで 」 

髙島 登 職業奉仕委員長 

第 2660地区 職業奉仕委員長 長崎 弘芳 氏 

後面に記載 

◆ 出席報告（10月 4日 秋の家族会分） 

会員数  45名 出席数 20名 欠席者  13名 

特定免除 12名 その他免除  0名 

出席率 60.61％ 

 

前々回 9月 20日分 

ホームクラブの出席者 34名   79.07％ 

メークアップの結果  42名 

特定免除  3名  その他免除   0名 

欠席者    0名  修正出席率 100.00％ 



 

 

 

台風一過の秋晴れになりました。会長の時間の

挨拶では、常に被害に遭われた方へお見舞いの言

葉を毎回言っていると思います。今回も台風１５

号で被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し

上げます。 

２３日は２４節気の秋分。昼と夜の長さがほぼ

同じになる日。夏の名残の暑さもようやく収まっ

てきて、秋らしい、ひんやりとした空気を感じる

時期となる。秋分に日を中日とした７日間彼岸で、秋分の日には、多くの人が墓参り

をする。 

国民の祝日に関する法律では「祖先を敬い、亡くなった人々を偲ぶ」日とされてい

る。元々は秋分の頃に豊作を祝う自然信仰が有り、それが祖先を敬う気持ちに結び付

いたらしい。 

秋分や春分の日は、太陽が天球を一周する通り道の上に設定された特定の地点を、

太陽が通過する瞬間を計算して決められる。地球の公転は３６５日ちょうどではなく

端数が時間あるため、日付は年によって微妙に変わる。秋分の日は 9月２３日のこと

が多かったが、来年は１１６年ぶりに 9月２２日が秋分の日になる。(読売新聞より） 

先日、愛知県日進市の花火大会で福島県の川俣町の業者が製造した花火が打ち上げ

られなかった問題で、萩野市長が川俣町を訪問し古川町長、製造業者に風評被害を広

げてしまい、大変な迷惑をかけたと謝罪した。お盆の送り火に使う薪の問題、今回の

問題と少し関係者の皆さんは過敏になっていると思います。 

間違っているかもしれませんが、今こそ薪や花火を使い福島の安全性と気持ちを共

有する時とだと思います。義援金だけが援助ではなく、心を共有するのも心の援助だ

と思います。義援金は一番必要と思いますが、それ以外にも東北 3県の物産を買う事、

観光に行く事、本当に必要なもの、足らないボランティアの援助を送る、その時期に

なっていると思います。そうした援助を宜しくお願いします。 

さて来週は秋の親睦旅行です。普段の例会では得られない友情を得る機会です。ま

さに、奉仕を通して家族の皆様とも親しくなれる機会です。今回はもう閉め切りまし

たがクリスマス会や春の家族会もございます。いろんな機会を通して友情を育んでく

ださい。 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 9月 27日分 



 

◎ニコニコ箱委員会                   福富 經昌 委員長 

 

・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 

・孫が誕生しました（男の子）               中原  毅 君 

・槍ヶ岳に登ってきました                 北本 良弘 君 

・彼岸 墓参りに行ってきました              佐藤 多加志君 

・代表取締役に就任いたしました              木村 克己 君 

・涼しくなりました。日本の四季にありがとう        中野 秀一 君 

・早退お詫び                       木田 眞敏 君 

 

 

◎ガバナー補佐エレクト会議                樋口 秀和 会員 

 

第 3回ガバナー補佐エレクト研修報告 

戸田パストガバナー講演（9月 22日） 

 

１）ロータリーとは人道的奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的基準を守

ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目的とし

た実業人および専門職業人が世界的に結びあった団体です。 

２）ロータリーの奉仕理念とは、他への思いやりの心、助け合いの心、他人のお役に

立つ行いをしようとする心です。（寛容・慈愛・忍耐） 

ロータリーの精神は、奉仕の哲学であり、超我の奉仕の実践である。 

３）ロータリーの綱領（Object  Of  Rotary） 

有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、これが本文そのも

のであり、次に示される四項目は綱領を達成するための方途であって、方途には

いろいろ他にもあり得るのでこの四項に特にと明示されている。 

４）決議２３－２４ 

第１ ロータリーは一つの哲学である。この哲学は超我の奉仕の哲学であり、最もよ

く奉仕する者、最も多く報いられるとする実践倫理の原理に基づくものである。 

第２ ロータリークラブの役割は、奉仕の理論が職業および人生の成功と幸福の基礎

であることを団体で学び、個人としてその理論を日常生活に実践し、個人団体

とも他地域に実例を示していくことである。 

５）心からの感謝 

万物の霊長である人間に生まれたこと、健康で日々活躍できる歓び、天職に恵ま

れ働くことの出来る幸せ、良き家庭に恵まれた幸福という人間の幸福の最も基本

的な条件と同じレベルにロータリアンである幸福を位置付けられることに深い

感銘を受けることで本当のロータリアンになっていくと思われる。 

委員会報告 



 

 

「 自 己 紹 介 」 

 

 空門 満也 会員 

 

こんにちは。本日卓話を担当させて頂く空門です。 

本年 5 月 10 日に入会させていただいてから早 5

ヶ月になろうとしております。 

今回初めての卓話ということで、自己紹介をさせ

ていただこうと思います。 

私は１９６４年１１月２９日に福島区の方で誕生

いたしました。当時、「これからの時代、自動車が増

えて、その消耗部品であるタイヤの需要が増える。

そのタイヤのメンテナンスをする企業がこれから必要とされる」と考えた父がこの

地域でタイヤの修行をしていたからです。 

そして１９６６年、父が独立致しまして大東市は御領３丁目に始めての店舗を構

えたことから大東市との縁が始まり現在に至ります。 

この建物一見お店だけに見えますが、奥に二間ほど部屋がありまして、住居兼住

まいになっております。周りは田んぼばかりで蚊やら蝿やら、暑いやら寒いやらで

大変だったようです。 

１９６８年ごろ交通事故にあいました。その時、頭を打ったと云うことになって

おりまして、成績が悪かったり、愚かなことをする度にこの為ということにしてお

りますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

こうして、大東市にて勉学に勤しんで？成長させていただきました。大学は阪单

大学という学校に進学させていただきましたが、パチンコ、マージャンに明け暮れ

先週の卓話 9月 27日分 



ている毎日で、まったく愚かな大学生でした。就職は家がタイヤ屋と言う事で、修

行ということでブリヂストンタイヤ東京販売㈱に入社させていただきました。 

ブリヂストンの販売会社は全国にありますので大阪に入社すれば一番便利だった

のですが、当時は親元を離れたいという気持ちと、大阪以外でも都会がいいという

気持ちがあり、東京販売に入社いたしました。 

ここではタイヤに関しての勉強や営

業を経験させていただきました。しか

しながら一番貴重な出来事は同期入社

であるうちの家内と出会ったことかな

と思っております。そして２年半こち

らで勤めさせていただき、平成２年１

０月に父の会社に戻ってきまして現在

に至ります。 

当社の事業内容ですが、トラック貨

物から軽自動車まで幅広くタイヤの販

売、メンテナンスをやっております。メンテナンスというのはパンク修理、ローテ

ーション、バランス調整、入替作業等です。特に当社の特徴といたしましては幅広

い商品の取り扱いによりお客様にあった商品のご提供ができるという点です。 

また業界の方でも活動致しておりまして、大阪府タイヤ商工協同組合加盟させて

いただいており、空気圧充填講習会という研修会に携わらせていただいております。

これは、タイヤ交換をするにあたり、空気圧をコンプレッサーを使用し充填する作

業に携わる者に受けさせておかなければならない講習で、労働安全衛生法において

義務付けられております。 

タイヤの空気圧というのは本当に怖いもので、大阪でも堺でクレーン車のタイヤ

が破裂して横にいた車が破損、乗って

いた子供が重症を負うというニュース

がありましたね。それ程恐ろしい空気

圧の充填に関わるものですから、それ

による事故を未然に防ぐために必要な

講習です。また、この組合には青年部

会という組織がございまして、年 1 回

全国大会が持回りでとり行われるので



すが、本年は震災のこともあり、あえて福島県でとり行われました。参加した者に

よると、「現地の方は現在の日常は普通になってきておりますが 5年後 10年後に不

安を抱えている」ということで、まだまだ震災の被害は現在進行形であることを忘

れてはいけないと感じております。 

次は趣味についてお話させていただきます。まずはゴルフ、これは趣味というに

は全くおこがましい限りです。最近

では年間１０回くらい行くようには

なったのですが、練習嫌いなもので、

まったく上達しません。 

スコアは１２０前後で、いつもブ

ービー候補です。もうひとつは白メ

ダカですね。最近ではペットショッ

プに売っているのを見かけます。当

社の顧問をされていた方にいただい

たのですが、餌やりが日課になって

おります。 

家族構成のほうはと言いますと、妻と３人の娘と末っ子の息子の６人家族です。 

長女は大学生で中学からやっている吹奏楽を今も続けています。パートはファゴ

ットです。次女は今中学３年生で受験に向けて日々勉強にがんばっております。三

女は今中学１年生で大好きなバレエに一生懸命です。末っ子の長男は今小学５年生

で１年生よりやっている空手でようやく黒帯を取ったところです。 

このような家族に囲まれ日々生活いたしております私ですがこれからもよろしく

お願い申し上げまして自己紹介とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



巻機山  ：  標高 1967m                百名山 29／100 

 

巻機山（まきはたやま）は新潟県南魚沼市と

群馬県利根郡みなかみ町の境の三国山脈に

ある標高 1,967m の山。深田久弥の日本百名

山の一つ。主要な登山道は南西側の南魚沼市

清水から通じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燧ヶ岳  ：  標高 2356m                百名山 30／100 

 

燧ヶ岳（ひうちがたけ）は福島県にある火山。

山頂は南会津郡檜枝岐村に属する。尾瀬国立

公園内にあり、至仏山とともに尾瀬を代表す

る山でもある。東北地方最高峰 (2,356m)で

あり日本百名山に選定されている。 

火口付近には柴安?（しばやすぐら、2,356m）、

俎?（まないたぐら、2,346.0m）、ミノブチ岳、

赤ナグレ岳、御池岳の 5 つのピークがある。

尾瀬ヶ原からは左から柴安?、御池岳、赤ナ

グレ岳が見え、尾瀬沼からは左から柴安?、

俎?の 2つのピークが目立つ。登山道が通じているのは柴安?、俎?、ミノブチ岳の 3つであり、

この順番に登山道で結ばれている。俎?には二等三角点「燧岳」がある。燧ヶ岳は、2,300m 以

上の山として日本で最も北に位置する。日本国内では、燧ヶ岳より北にそれより高い地点はな

い。 

 

 

 

 



 

至仏山  ：  標高 2228m                百名山 31／100 

 

至仏山（しぶつさん）は、群馬県の北東部、

みなかみ町と片品村との境界に位置する標

高 2,228.1m の山。二等三角点「至仏山」が

設置されている。日本百名山の 1つに数えら

れており、尾瀬国立公園に属する。 

山体は太平洋側と日本海側の分水嶺ではあ

るが、県境ではなく群馬県内に位置する。 

至仏山は、オゼソウ・ホソバヒナウスユキソ

ウ・タカネバラ等の高山植物が有名で、尾瀬

一帯を眼下に見下ろすことができる。山体が

蛇紋岩でできているため、特殊な蛇紋岩植物と呼ばれる植物群が生育することで植物ファンに

名高い。同様に蛇紋岩植物が多い花の山として、北海道のアポイ岳や岩手県の早池峰山などが

ある。 

 

 

 

 

谷川岳  ：  標高 1977m                百名山 32／100 

 

谷川岳（たにがわだけ）は群馬・新潟の県境

にある三国山脈の山である。日本百名山のひ

とつ。周囲の万太郎山・仙ノ倉山・茂倉岳な

どを総じて谷川連峰という。 

頂部は二峰に分かれており、それぞれトマの

耳（標高 1,963m）、オキの耳（標高 1,977m）

と呼ばれる。元来この山はトマ・オキの二つ

耳と呼ばれ、谷川岳の名は隣の俎嵒（マナイ

タグラ）に与えられていた。しかし、国土地

理院の 5万分の 1地図の誤記のために、トマ・オキの二つ耳が谷川岳と呼ばれるようになって

しまった。なお、トマの耳には薬師岳、オキの耳には谷川富士の別称がある。 

広義には、一ノ倉岳などの周囲の山域も含めて「谷川岳」と呼ぶこともある。 

一ノ倉沢などの谷川岳の岩場は、その険しさから剱岳・穂高岳とともに日本三大岩場の一つに

数えられ、ロッククライミングのメッカとなっている。また、山麓はスキーのメッカでもあり、

谷川岳天神平スキー場は関東でも有名なスキー場のひとつ。冬場はスキー客と登山客が同じゴ

ンドラで天神平を目指すこともしばしば。谷川岳ロープウェイ「てんじんだいら」駅のそばに

はレストハウスがある。 


