
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （1 月 31 日） 

次週の予定  （2 月 7 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（1月 24日分） 

会員数  45名 出席数 39名 欠席者  1名 

特定免除  5名 その他免除  0名 

出席率 97.50％ 

 

前々回 1月 10日分 

ホームクラブの出席者 36名   94.74％ 

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 

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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OSAKA   JAPAN 

ニコニコ箱 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

・楽しい例会、仲間に会える楽しみ 

 奉仕の出来る歓びに感謝      大西 寛治 君 

・台湾雙溪ＲＣ 田川・橋本・佐藤各委員長 

 ならびに大西会長お世話になりました 

 感謝               上田 正義 君 

・日頃の皆様のニコニコへのご協力 

 有難うございます 感謝      福富 經昌 君 

・新入会員歓迎会 楽しかったです 

 木村委員長 設営有難うございます 

 感謝               佐藤 多加志君 

・ＪＡＺＺ ＬＩＶＥに行って来ました 

 佐藤会員 有難うございました 感謝 木村 克己 君 

・木村委員長・親睦委員会歓送迎会では 

 楽しい設営有難うございました 感謝 中野 秀一 君 

・早退お詫び            橋本 正幸 君 

「 手に手つないで 」「 四つのテスト体操 」 

「 世界理解月間に因んで 」 

田川 和見 国際奉仕・WCS 委員長 

平成 24年 1月 31日   No.2145   H24.1.24 (No.2144の例会記録) 

「 畳のいろいろ 」 

角井 吉彦 会員 



 

 

 

２１日に大阪桐蔭高等学校の卒業式に出席してき

ました。久しぶりに出席して生徒の数が増えたと思い

ました。以前と変わらない厳かで気品あふれる式典に

改めて感動し、あっという間の２時間でした。 

日本ハムのダルビッシュ・有投手が、アメリカ大リ

ーグテキサス・レンジャズに入団が決まりました。数

十年前に当時、南海ホークスの村上投手が大リーグの

先駆者として海を渡りました。引退しましたが野茂、

伊良部はじめ現役の松井、松坂、イチロー、今年だけ

でも岩隈、青木等今では日本人でチームを作れるくら

いに大リーグで日本人選手が活躍しています。ダルビッシュは４６億円六年契約で契

約したそうです。経済波及効果は２６０億円だそうです。今からイチローとの対戦が

待ちどうしいです。 

この反対が、今の大相撲ではないかと思います。横綱白鵬をはじめ幕内力士の半数、

横綱大関では３分の２が外国人力士です。色々な国籍の力士がいます。モンゴル、ロ

シア、ブルガリアなど世界中から大相撲の世界に来ています。スポーツの世界では国

技と言う言葉が無くなりまた。 

先週の木曜日に、一昨年の１１月に狭心症の為に経皮的冠動脈ステント留置術治療

を受けました。その一年後の検査を一日入院をして心臓カテーテルを受けました。昔

から健康診断を受けたら心電図に異常が有ると言われ続けていました。 

十年前に堀部先生に国立大阪病院を紹介して頂き、自転車のペダルを踏み２４時間

ホルダーを付けたりして検査をして頂きました。その時は、少し異常が有るがまだ大

丈夫でした。それから１０年、心電図異常が有るまま何の症状もなく過ごしてきまし

たが、２年前に生命保険の審査を受け心電図異常で断られました。そこまで言われた

ら此方も意地で検査して貰いました。結果、以前に心筋梗塞をした心電図、撮影の結

果心臓冠動脈３か所が細くなっていました。すぐ心臓カテーテルの手術を受けました。 

一ヶ所にステント治療、二ヶ所はバルーン治療しました。この中にも何人かは、す

でにされている方がおられると思いますが、私は右手首からカテーテルを入れました。

寝台の上に寝ていますがモニターには血管の中が鮮明に映っています。手首で先生が

何かされていると思ったら、モニターにはもうすでに手首の血管から心臓にまで到達

しています。血管の中は非常に狭いところに圧をかけ太くし、ステントを入れるか圧

だけでよいか先生が判断されます。医療技術の進歩にはびっくりします。 

私の知り合いの方ですがこんな事例もありました。差し歯を飲み込んでしまい、そ

れを探しているとき心臓の６ｃｍになる動脈瘤が見つかり直ぐに手術され命拾いを

されました。 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



私の父親も腹部動脈瘤ですが今４㎝です。５㎝になれば手術と言われていますが大

腸の検査で動脈瘤が見つかりました。運が有ればこのように助かった人が多くおられ

ます。近代医学は進んでいます、異常が有ると病院に行くこれが長生きの秘訣です。

このクラブには堀部、福富、木田、小林の名医がおられます相談するのも長生きで健

康に暮らせる秘訣です。 

いよいよ２８日は、大東クラブの子クラブ四條畷ＲＣ主催でインターミーティング

が開催されます。必ず出席の程お願いします。 

 

 

 

 

 

「 憧れの『北アルプス』パート２  槍ヶ岳・穂高連峰 」 

 

北本 良弘 会員 

 

 

 

 

 

上高地 ― 槍ヶ岳 ― 大喰岳 ― 中岳  

― 南岳 ― 上高地 

 

平成２３年９月２４日（土） 

 14：00  大阪を平湯に向けて出発 

 18：00  平湯着 ひら湯の森にて入浴後 車中泊 

９月２５日（日） 

0 05：20  アカンダナ駐車場からバスにて上高地へ 

 06：00  上高地バスターミナルから槍ヶ岳山荘へ向け出発 

 15：00  槍ヶ岳山荘着 

９月２６日（月） 

0 06：00  槍ヶ岳山荘より槍ヶ岳へ 

 06：30  槍ヶ岳より穂高山荘に向け出発 

 09：30  大喰岳 → 中岳 → 南岳 着 

 09：45  南岳より天候不良のため下山 

 16：10  上高地バスターミナル 着 

   アカンダナ駐車場 → ひら湯の森にて入浴後 帰路 

 22：30  帰宅 

先週の卓話 



上高地 ― 凅沢 ― 北穂高岳 ― 凅沢岳 ― 奥穂高岳 ― 前穂高岳 ― 上高地 

 

平成２３年１０月８日（土） 

 13：30  大阪を平湯に向けて出発 

 17：30  平湯着 ひら湯の森にて入浴後 車中泊 

１０月９日（日） 

0 05：20  アカンダナ駐車場からバスにて上高地へ 

0 05：50  上高地より凅沢に向け出発 

 12：00  凅沢小屋 着 

１０月１０日（月） 

 05：30  凅沢小屋から北穂高岳に向け出発 

0009：00  北穂高岳 着 

 10：15  北穂高岳から凅沢岳に向け出発 

 12：30  凅沢岳 着 

 13：20  穂高岳山荘 着 

１０月１１日（火） 

0 06：10  穂高岳山荘より奥穂高岳に向け出発 

0 07：00   奥穂高岳 着 

  9：00  前穂高岳 着 

 11：50   岳沢 着 

 14：40   上高地バスターミナル 着 

    アカンダナ駐車場 → ひら湯の森にて入浴後 帰路 

 20：30   帰宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凅沢カール 
槍ヶ岳 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

鷲羽岳 ：  標高 2924.19m               百名山 60／100 

 

鷲羽岳（わしばだけ）は飛騨山脈（北アルプ

ス）の大町市と富山市にまたがる標高 2,924 

m の山である。1934 年（昭和 9 年）12 月 4

日に中部山岳国立公園に指定され、山域はそ

の特別保護地区になっている。また日本百名

山にも選定されている。 

北アルプスのほぼ中央部、黒部川の源流に位

置する。「裏銀座」と呼ばれる飛騨山脈主稜

線の縦走路上にあり、山の奥深い位置にある

ため、登山道を利用して複数日かけて登頂さ

れることが多い。山頂は森林限界のハイマツ帯で見晴らしが良く、飛騨山脈の大部分の山々を

見渡すことができる。山の北側はデイサイト、南側は花崗閃緑岩から成る。 

 

 

 

 

 

 

 

白山 ：  標高 2702.17m                百名山 61／100 

 

白山（はくさん）は、白山国立公園内の石川

県白山市と岐阜県大野郡白川村にまたがる、

標高 2,702m の山である。日本百名山、新日

本百名山、花の百名山及び新・花の百名山に

選定されている。最高点の御前峰（ごぜんが

みね）には、一等三角点と白山比暑 N神社奥

宮がある。 

富士山、立山と共に日本三名山（日本三霊山）

のひとつである。 

白山は、富山県、石川県、福井県、岐阜県の

4県にまたがる両白山地の中央に位置し、そ

の最高峰である。山頂周辺は、成層火山となっている。30 万年から 40 万年前から火山活動を

始め 1659年（万治 2年）の噴火が最も新しい。最高峰の御前峰（標高 2,702m）・剣ヶ峰 (2,677m) ・

大汝峰 (2,684m) の「白山三峰」を中心として、周辺の山峰の総称である。そのため厳密には、

現在の県境は、石川・福井・岐阜・富山に跨る。また、別山・三ノ峰を加えて「白山五峰」と

いう。「白山連峰」と呼ばれることもある。 

北陸地方の中では標高の高い山であるため、他の山では残雪が消えた季節でも「白い山」とし

て遠方からでも一目で判明できる山である。また、白くなった白山は北陸に晩秋が訪れた象徴

ともなる。 


