
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （2 月 7 日） 

次週の予定  （2 月 14 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（1月 31日分） 

会員数  45名 出席数 35名 欠席者  2名 

特定免除  8名 その他免除  0名 

出席率 94.59％ 

 

前々回 1月 17日分 

ホームクラブの出席者 37名   92.50％ 

メークアップの結果  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％ 

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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‐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 

・お蔭をもちまして父満中陰の法要を 

 済ませました 感謝        大東  弘 君 

・木村さん有難うございました 感謝 田川 和見 君 

・ＩＭ参加させて頂きました 感謝  佐藤 多加志君 

・家で餃子パーティをしました 感謝 木村 克己 君 

・桐蔭高校野球部 春の選抜出場決定 

 おめでとうございます       中野 秀一 君 

・木村委員長 有難うございました 

 ＩＭ良い歯の講演有難うございました 

 感謝               東村 正剛 君 

・早退お詫び            木田 眞敏 君 

・ＩＭ欠席お詫びします       堀部 邦夫 君 

「 日も風も星も 」「 四つのテスト体操 」 

 

福富 經昌 会員 

平成 24年 2月 7日   No.2146   H24.1.31 (No.2145の例会記録) 

「 世界理解月間に因んで 」 

田川 和見 国際奉仕・WCS委員長 



 

 

 

２８日にはＩＭ３組のインターシティーミーティングが

開催されました。多数の出席有難うございました。四條畷

クラブらしいインターシティーミーティングでした。 

ここで、ＩＭ３組のインターミーチィングの順番とガバ

ナー補佐の輩出を再確認しておきます。 

インターシティーミィテングを主管する順番は例えば昨

年寝屋川、今年四条畷、そして枚方、香里園、大東中央、

門真、樟葉、交野、守口イブニング、大東、守口の順とな

ります。主管した次の年にガバナー補佐を輩出します。これは決め事であり、もしガ

バナー補佐を輩出できない時、例えば大東グループの四條畷・大東中央から出せない

時は大東が、守口グループの門真・守口イブニングから出せない時は守口から、枚方

グループの樟葉・交野・寝屋川・香里園から出せない時は枚方が責任を持ってガバナ

ー補佐を出すという取り決めが有ります。その時はそれぞれのグループの話し合いで

決めます。 

昨年インターシティーミーティングを主管のしたのは寝屋川でしたが、昨年寝屋川

クラブが４０周年式典とか主管で補佐を出せなかったので今年は、枚方クラブの三村

さんが補佐として出られております。来年、枚方が主管されますが、その次の年は寝

屋川から補佐が出られます。これも枚方グループの話し合いで決まったと思います。 

さて大東は２００３～２００４年に大東中央がＩＭの主管をされましたが、その次

の年ガバナー補佐の候補がなく、大東の大川真一郎会員にお願いされました。その代

り２００８～２００９年大東クラブの時に大東中央の西垣会員が補佐を務められま

した。今回は四条畷から補佐を出す番ですが候補がなく大東の樋口秀和会員が補佐と

してお願いしました。 

大東クラブは次回ＩＭの主管は２０１９～２０２０年です。そして、補佐排出は次

の２０２０～２０２１年ですが、その時は四條畷が来年の代わりで補佐を出す約束で

す。無理なら大東から出さなければなりません。 

先週は非常に寒い日が続きましたが今週末に今季最大の寒波が来るそうです。日本

海側は３mの大雪が積もっています。テレビを見ていましても屋根の雪かきの報道が

毎日されています。９５mの橋も雪の重さで倒壊しました。これ以上の被害が出ない

ことを願います。インフルエンザが流行しています、

マスク・うがいをして予防してください。 

 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 

 

「 畳 の い ろ い ろ 」 

 

角井 吉彦 会員 

 

畳の歴史は古く「古事記」の中に「皮畳」「菅

畳」などの語として記されています。畳の語

源は“薄い敷物”で、使わない時は折りたた

んでほっていたからと云われています。畳が

現代の厚みをもったのは、平安時代になって

からのことです。それも貴族や高宮が権力の

象徴のため、置き畳として用い、畳縁の色と

柄によって身分を表わしたと云われています。

江戸時代後期になって畳の職人制が確立され、

畳が一般庶民の住居として普及したのです。 

長い歴史を持っている畳は、空気の浄化作用、耐久性、安全性、快適性、保温、

遮断効果など、様々な利点があります。これらの性質から畳は四季の変化に富み、

高温多湿と云う日本の気候、風土に適した敷物であると云われていました。 

近年、生活の洋風化などによって、住居の形式も大きく変化して新顔の畳が次々

と登場してきました。畳表の原料は今まではイ草でしたが、和紙やデニム、レザー

を使った見た目にもお洒落なものも登場してきました。 

若者の畳離れ等により消費者の畳への関心が薄らぎ、畳の需要が大きく落ち込ん

だ昨今、畳への関心付けと畳の良さを積極的にアピールしていかなければなりませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話 



荒島岳 ：  標高 1523m                 百名山 62／100 

 

荒島岳（あらしまだけ）は、福井県大野市に

ある標高 1,523m の山である。別名大野富士

（おおのふじ）。日本百名山に選定されてい

る。白山と同様に泰澄が開山したと伝えられ

る。山頂には荒島神社があり、信仰の山とさ

れてきた。山域は奥越高原県立自然公園区域

に指定されている。約 2000 万年前、日本列

島がアジア大陸から分離する頃、荒島岳の位

置に巨大カルデラ火山があった。そのカルデ

ラ火山が、長い年月の間に浸食をうけた。そ

の残骸（コールドロンと呼ばれる）が荒島岳である。南側の九頭竜川支流の荒島谷川は深い

谷で、「まぼろしの大垂（おおたる）」と呼ばれる落差 60mの福井県で最大規模の滝がある。 

 

 

 

 

 

 

 

富士山(剣ヶ峰) ：  標高 3776m             百名山 63／100 

 

富士山(剣ヶ峰)(ふじさん(けんがみね)) 富

士山は日本最高峰の独立峰で、その優美な風

貌は日本国内のみならず日本国外でも日本

の象徴として広く知られている。数多くの芸

術作品の題材とされ、芸術面でも大きな影響

を与えた。懸垂曲線の山容を有した玄武岩質

成層火山で構成され、その山体は駿河湾の海

岸まで及ぶ。 

古来より霊峰とされ、特に浅間大神が鎮座す

るとされた山頂部は神聖視された。噴火を沈

静化するため律令国家により浅間神社が祭祀され、浅間信仰が確立された。また、富士山修験

道の開祖とされる富士上人により修験道の側面が築かれ、登拝が行われるようになった。これ

ら富士信仰は時代により多様化し、村山修験や富士講といった一派を形成するに至る。現在、

富士山麓周辺には観光名所が多くある他、夏季には富士登山が盛んである。 

 


