
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （2 月 14 日） 

次週の予定  （2 月 21 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（2月 7日分） 

会員数  45名 出席数 38名 欠席者  2名 

特定免除  4名 その他免除  1名 

出席率 90.48％ 

 

前々回 1月 24日分 

ホームクラブの出席者 39名   97.50％ 

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‐ 

 

・誕生日自祝            角井 吉彦 君 

・誕生日自祝            北本 良弘 君 

・誕生日自祝            植田 直平 君 

・結婚記念日自祝          大西 寛治 君 

・京都競馬場にて、２月３日 

 ステキナシャチョウ号が優勝しました 

                  池田  實 君 

・雪の金剛山と三峰山に登ってきました 

                  田中 祥介 君 

・甲子園出場、応援宜しくお願いします 

                  森山 信一 君 

・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 

・池田会員、大変お世話になりました 

 感謝               上田 正義 君 

・“日々新たなり”          佐藤多加志 君 

・桐蔭高校ラグビー部 大阪府大会 

 優勝おめでとうございます     中野 秀一 君 

・ＩＭ欠席申し訳ございません    橋本 正幸 君 

「 君が代 」「 奉仕の理想 」「 四つのテスト体操 」 

「 雑 感 」 

池田 實 会員 

平成 24年 2月 14日   No.2147   H24.2.7 (No.2146の例会記録) 

「 この冬のインフルエンザ情報 」 

福富 經昌 会員 ビジター 

 大阪大手前ＲＣ          竹森 敏麿 氏 



 

２月のお花 

 

 

 

 

昨日２６６０地区で新しいクラブが誕生しました。

大阪アーバンロータリークラブの認証状伝達式が、大

阪グランデアホテルでありました。クラブが誕生する

ことは日本で今年初めてであります。大西、藤本会長

エレクト、樋口ガバナー補佐エレクト、バンド演奏と

して大川会員率いるザ・ベリーグットマンズが出演さ

れていました。 

① ロータリーの核心は変化です。もし現状に満足し

ているなら、何故ロータリアンになるのでしょうか                               

② 自分自身の中に変化を起こし、自分自身がその変

化の担い手とならなければなりません 

当クラブはこの提言を具体的な行動基本方針とし設立の基本方針は以下の五つで

あります。 

① スポンサーが付かない 

② 会員の経済的負担コストを既存市内クラブの三分の一程度に下げる 

③ 会員を業務に時間的負担がかからないモーニング例会 

④ クラブ運営とか活動は会員主体で行い事務職員を置かない 

⑤ 会員間の電子メール網で緊密な連携を保ち、親睦を深めクラブ活動を推進する  

私にはこの基本方針では、何かロータリーの基本理念がどこかに置き去りになって

いるのではないかと思います。変化も良いかもせれませんが、伝統と精神を重んじ、

改める必要が有るもの、改めなければならないものを考えて行動していくのが大事だ

と思います。 

ちなみに例会の時間は、水曜日午前７時３０分から８時３０分です。会員数は２７

人でロータリー経験者つまり移籍および退会者が１４人で、新人が１３人です。 

２６６０地区としての純増は１３人です。それを思うと、池田会員と大川会員が、

大東ロータリークラブがスポンサーとして大東中央

ロータリークラブを作られました。その時は天王寺

ロータリークラブクラブから柿木政治会員が移籍さ

れ、後は全て新人として大東中央ロータリークラブを

立ち上げられ今日に至っております。そのことは、半

数以上の経験者がいる大阪アーバン・ロータリークラ

ブより運営面や活動に対し尊敬に値すると思います。

大阪アーバンロータリークラブが末永く存続するこ

とをお祈りし会長の時間とします。 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



  

《決議事項》 

議題 

(1)上半期決算について ・・・ 別紙参照 承認 

                予備費よりバナー作成（約＠2000円×100本） 

                ピアノ調律 

(2)春の家族会の件  職業奉仕 髙島委員長 

                ・・・ 別紙参照 承認 

                    職業奉仕予算 250,000円 

(3)大阪桐蔭高等学校 

  第 84回選抜高等学校野球大会出場お祝いについて(例年 50,000円) 

                ・・・ 承認 

(4)塩釜東 RCフェリー購入にあたり、返金された義援金全額送金 ・・・ 承認 

(5)その他 

  ・杉原会員入院の為 2月 7日・14日出席免除 ・・・ 承認 

  ・社団法人大東青年会議所 1月総会御祝 ・・・ 本会計より支出 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 上田 正義 幹事 

4月 3日（火） 春の家族会 

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２：４０／１４：３０－－－－－－１４：４５／１５：３０－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　－＜垂水・名谷・西宮山口・吹田ＪＣＴ＞－－門真ＩＣ－大東市民会館

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８：００

　　　　　　　・阪神高速・中国道・近畿道　１３５Ｋｍ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　  ※神戸淡路鳴門道　３０Ｋｍ※　　　　 ※昼食・入浴※　　　　　　　※見学・買物※　　　　　　　　※神戸淡路鳴門道

　－－－津名一宮ＩＣ－－淡路島南ＩＣ－－うずしお温泉　うめ丸－－うずの丘大鳴門橋記念館－－淡路島南ＩＣ－－淡路ＨＯ－－

　大東市民会館－－－門真ＩＣ－－＜吹田・西宮山口・有馬・布施畑・垂水ＪＣＴ＞－－津名一宮ＩＣ－－－株式会社　薫寿堂－－－

　　０８：３０－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０：３０／１１：４５－－－－

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※近畿道・中国道・阪神高速・神戸淡路鳴門道　１０５Ｋｍ※　　　  　　　　    ※体験・工場見学※　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル



 

 

「 世界理解月間に因んで 」 

 

田川 和見 国際奉仕・ＷＣＳ委員長 

 

昨年４月２３日に国際会議場で開催された、

国際奉仕・ＷＣＳの勉強会の折に「３月１１

日の東日本大震災に力を注ぎましょう」と地

区を中心に進め、ＩＭ３組でも良い話がまと

まりました。その後、何も話しが無く７月２

３日に第２回目の会議があり、各ロータリー

クラブでお願いしますと言われ、３ヶ月も経

っているのにと思ったのですが、そうも言っ

ておれず雙溪ロータリークラブからも義援金

を頂いている事もあり、「今、震災地はどうな

っているのか？」「何が出来るのか？」と言う思いで、宮城県塩釜東ロータリーク

ラブの例会に、橋本社会奉仕委員長・大矢会員・木村会員とで参加して現状を聞き

ました。 

写真や現地の本などを雙溪ロータリークラブへ送り、その後もメールや電話等で

ＷＣＳ事業である老人ホームへの車椅子を寄付する事業を社会奉仕と共に進めて

まいりました。 

１１月４日～６日、橋本社会奉仕委員長・佐藤会員とで雙溪ロータリークラブに

行き、８ケ月経った今の震災地の報告と老人ホームの開校式の話しなどをして参り

ました。その後、地区から雙溪ロータリークラブからの義援金の殆どが大東ロータ

リークラブに返金される事を聞きました。直後に塩釜東ロータリークラブを通して

松島の復興にフェリーを考えている事を知り、雙溪ロータリークラブへプロジェク

トの説明などの為、今年１月１０日～１２日に大西会長・上田幹事・橋本社会奉仕

委員長・佐藤国際交流平和委員長と私５人で訪台しました。 

雙溪ロータリークラブからは、義援金の使途について素晴らしい事ですと言って

頂きました。 

３月又は４月に、松島でのフェリーと老人ホームのセレモニーには、雙溪ロータ

リークラブの方が来日されます。大東ロータリークラブとしては皆様にお力をお借

りして、１人でも多くの方に来て頂きたいと思います。本日、６時よりまんま家に

て情報集会があります。多数の参加よろしくお願いいたします。 

先週の卓話 



美ヶ原 ：  標高 2034m                 百名山 64／100 

 

美ヶ原（うつくしがはら）は、八ヶ岳中信高

原国定公園北西部にあり、長野県松本市、上

田市、小県郡長和町にまたがる高原。日本百

名山の一つ。 

フォッサマグナ西縁近くに噴出した第四紀

の火山である。 

かつては楯状火山とその溶岩台地と考えら

れてきたが、現在は安山岩質の組成を持つ火

山の浸食地形と解釈されるようになった。最

高峰は、王ヶ頭(2,034m)。他に、王ヶ鼻

(2,008m)、茶臼山(2,006m)、牛伏山(1,990m)、鹿伏山(1,977m)、武石峰(1,973m)といったピー

クがある。山頂付近は平坦な台地状の地形で、美ヶ原牧場と呼ばれる牛の放牧地となっている。 

長野県のほぼ中央に位置し、県内の広範囲を見渡す事ができる。 

この事から、長野県の放送局（NHK、SBC、NBS、TSB、abn、FM長野）の送信所のほか、NTT、国

土交通省、長野県防災行政無線、などの中継所、中部電力のマイクロ波反射板などが建てられ

ており、放送・通信の要衝となっている。 

 

 

 

 

 

 

霧ヶ峰 ：  標高 1925m                 百名山 65／100 

 

霧ヶ峰（きりがみね）は、八ヶ岳中信高原国

定公園中部にあり、長野県茅野市、諏訪市、

諏訪郡下諏訪町、小県郡長和町にまたがる。

フォッサマグナ沿いに噴出した楯状火山で

ある。最高峰は、車山（1,925m）。山地帯夏

緑樹林と亜高山帯針葉樹林の境界付近に存

在する。 

古来、カヤ類が刈り取られ利用されてきたた

め、山頂部は草原となっている。現在では、

わずかずつ樹林面積が増加しつつある。 


