
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （2 月 28 日） 

次週の予定  （3 月 6 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（2月 21日分） 

会員数  45名 出席数 38名 欠席者  3名 

特定免除  4名 その他免除  0名 

出席率 92.68％ 

 

前々回 2月 7日分 

ホームクラブの出席者 38名   90.48％ 

メークアップの結果  40名 

特定免除   4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‐ 

 

・結婚記念日自祝           上田 陽造 君 

・定期演奏会感動しました 

 森山先生有難うございました 感謝 樋口 秀和 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      大西 寛治 君 

・孫が無事に退院してきました 感謝  福富 經昌 君 

・お見舞いに来て下さった方々 

 有難うございました 感謝     杉原 巨峰 君 

・大阪桐蔭高等学校吹奏楽部の定期演奏会に 

 行って来ました。森山先生有難うございました 

 感謝               木村 克己 君 

・海外での事業進出を目指しソウルへ 

 視察に行って来ました       中野 秀一 君 

・休会中、米山・出席委員長役 

 ご迷惑おかけしました お詫び   杉原 巨峰 君 

・早退お詫び            北本 良弘 君 

・早退お詫び            大東  弘 君 

「 我等の生業 」「 四つのテスト体操 」 

西條 義昭 会員 

ゲストスピーカー 藤田 平 氏 

平成 24年 2月 28日   No.2149   H24.2.21 (No.2148の例会記録) 

「 薬物乱用防止活動 」 

小川 芳男 会員 

ビジター 

 大阪大手前ＲＣ          竹森 敏麿 氏 



 

 

 

昨年度、東日本大震災の義援金に大東ロータリークラブと姉妹クラブの台湾雙溪ロ

ータリークラブから２６６０地区に義援金として渡しましたが、地区から義援金の額

が多額過ぎて短時間では対処できないとして各クラブに返金されました。その時点か

ら社会奉仕委員会・国際奉仕委員会の皆さんには、大変お世話になり義援金が一番有

効に役立つ支援先を決めて頂きました。大震災から丸１年かかりました。今から考え

ると地区に送られた義援金を日本赤十字、行政に全額寄付することは簡単であったと

思いますが、ロータリーからロータリーを通しての支援は早急には出来なかったと思

います。大東ロータリークラブでさえ、返金されてから独自で塩釜東ロータリークラ

ブに送金するまで半年かかりました。１０億円近いお金を短時間に復興のため支援先

を決めるのは無理であったと思います。義援金の使い方や、支援先は松塩ゾーンのガ

バナー補佐の礼状を掲載させて頂きます。 

４月１日にフエリーの進水式、老人ホームの開所式が予定されています。大東ロー

タリークラブ・雙溪ロータリークラブの義援金を寄付頂いた会員に胸の張れる事業が

展開できたことをご報告し御礼といたします。 

 

平成 24年 2月 10日 

Ｒ・Ｉ第 2660地区 

大東ロータリークラブ 

会長 大西 寛治 様 

塩釜ロータリークラブ 

会 長  田中 和弥 

Ｒ・Ｉ第 2520地区第 6分区松塩グループ 

復興支援特別委員会 

ガバナー補佐  和田  忠 

 

東日本大震災にかかわる復興支援事業に関する 

支援金送付御礼の件 

 

拝啓、早春の候、貴クラブには益々のご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

さて、被災地は、大震災後 10カ月余を経ており、年が改まって、復興元年と称し、

官民一体となって厳冬の中、奮闘を致しております。 

当地区第 6分区松塩グループは、地域の復興支援事業としてプロジェクト名「浦戸

フェリー事業」を推進している中、塩釜東ロータリークラブを通じ、貴クラブにご支

援依頼を申し上げておりました所、主旨ご理解を賜り、支援金￥5,824,204 のご送金

を頂きました事、誠に有難く支援委員会を始めとして、グループ 7クラブを代表して

厚く御礼を申し上げる次第です。 

いかに支援事業と申せ、時節柄何かとご出費ご多用の中でのご配慮、心より感謝申

し上げます。いずれ貴クラブにご拝眉の上、御挨拶を申し上げますが、先ずは取りあ

えず書面をもって御礼のご挨拶を申し上げます。 

敬具 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 

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

 

第８回ガバナー補佐エレクト研修会報告（2012.2.16） 

職業奉仕セミナー講演 ： 神崎パストガバナー 

 

職業奉仕とは「あなたの職業を通じて他人を助けること」です。職業奉仕とは、ロ

ータリーでは分かりやすい奉仕部門であり、一業種一人の原則に基づく職業人の集ま

りである。１９７２年に、四大奉仕の中に職業奉仕部門ができた。 

職業は一人で成り立つものでなく、多くの関係者がいて成り立つ。自分の利益のみ

を追求して成り立つものでない。 

「He probits most who service best」の中で言われる probitsの概念の中では、金

銭的なものの外に精神的なものも含まれる。 

この奉仕活動を個人がするものか、団体でするものかについて１９１７年にロータ

リーの中で意見が分かれ、団体でするものであると考える人達は、ライオンズクラブ

を設立した。 

ロータリーは個人が主体的に奉仕すると考え、いわゆる「I serve」を選択した。 

日本の歴史と文化の中には、西欧文化をしのぐ優れた思想や文化があり、行き過ぎ

た今日のマネーゲーム化した資本主義の行き詰まりを脱却する理念が日本における

ロータリー活動の中で生まれてきても良いのではないかと思っている。 

ロータリーの真髄ともいえる古典的職業奉仕の考え方が薄れてきて、慈善活動でそ

の存在価値を高めようとしていると多くの日本のロータリアンが感じ始めている。 

綱領の中核である職業奉仕の理念の再構築によ

ってロータリーの改革を日本のロータリアンによ

って始めるべき時であると思考する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「 雑  感 」 

 

池田 實 会員 

 

皆様、今日は。本日の卓話担当

の池田です。 

私は、昭和９年３月７日生まれ

の７８才の老齢になりましたが、

気持ちは６０才、体力は５０才だ

と自負しています。至って健康、

ストレスの溜めない人生を日々送

る様心掛けています。 

私は、大東ロータリークラブへ

入会させて頂き（１９７３年）昭

和４８年１２月１８日、入会して３６年目を迎えます。 

今まで、健康に人生を送れたのもロータリーのお蔭と思っています。ありがとう

ございます。 

戦前は家業が酒・米の卸小売業として、戦中は統制経済に入り、戦後は和洋酒類

食品の販売として現在に至っております。 

当社は明治１０年創業１３０年目を迎えています。がんばります。バブル経済も

何となく無事通過し、今考えるとラッキーだったと思っています。 

私は人生の目標が変わり、人・物・金すべてがこの世の仮ものと思う様になり、

私も人間の命は今日があって明日は解らないのが命であって、一生懸命努力して

日々楽しい人生を送りたいと毎日考えています。 

目標を持つ人は本当にいい顔をしている。夢は諦めないから夢であり、夢に向け

て努力する人は、魅力的で健康で生命力に溢れていると思われます。 

目標 ― 夢 ― ロマンと人生は送りたいものですが、なかなか上手く行かな

いのが人生かも・・・ 

これからは、人間の価値観とイノベーションを高めて行く様に努力して行きたい。

今世の情報をしっかり掴み、これからはボランティア活動により努めて行きます。

どうか皆様の御支援御協力をお願いしまして、私の卓話を終わります。 

ありがとうございました。 

 

先週の卓話 



槍ヶ岳 ：  標高 3180m                 百名山 68／100 

 

槍ヶ岳（やりがたけ）は、飛騨山脈（北アル

プス）南部にある標高 3,180m の山である。

山域は中部山岳国立公園に指定されており、

日本で 5 番目に高い山である。長野県松本

市・大町市・岐阜県高山市の境界にある。初

登攀は中田又重郎と修行僧の播隆上人。日本

百名山、新日本百名山及び花の百名山に選定

されている。通称「槍」。 

名前の如く天に槍をつく形が特徴的な高山

であり、その形から「日本のマッターホルン」

とも言われる。登山者でにぎわい、穂高岳な

どと共に多くの登山者の憧れの的となって

いる。開山者は、播隆上人（1786年 - 1840年）である。 

そのピラミダルな山容にふさわしく、槍ヶ岳は四方に尾根と沢を伸ばしている。尾根は東西南

北に、東鎌・西鎌・槍穂高・北鎌の四稜、沢は東南に槍沢、南西に飛騨沢（槍平）、北西に千

丈沢、北東に天丈沢の四沢である。梓川源流部の槍沢上部標高 2,500m 付近の天狗原に、天狗

池があり周辺は氷河公園と呼ばれている。周辺は圏谷（カール）地形となっている。 

 

 

 

穂高岳 ：  標高 3190m                 百名山 69／100 

 

穂高岳（ほたかだけ）は、中部山岳国立公園

の飛騨山脈（北アルプス）にある標高 3,190m

の山。日本第三位の高峰。日本百名山、新日

本百名山及び花の百名山に選定されている。 

奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳、前穂高岳、西

穂高岳などの峰々からなる穂高連峰の総称。

前穂高岳以外は主に長野県松本市と岐阜県

高山市の境界に位置している。主峰は奥穂高

岳であり、長野県 (信州) と岐阜県 (飛騨) 

の最高峰である。 

北は大キレットの峻険な登降を経て、南岳、

大喰岳の先の槍ヶ岳に連なっている。南は奥穂高岳より西穂高岳に至る痩せ尾根を経て、焼岳

へと連なる。奥穂高岳より吊り尾根を経て、前穂高岳に至り、カール (圏谷) を下れば、上高

地河童橋に至る。また、岐阜県側に穂高岳山荘から白出沢を下るか、あるいは西穂高岳からロ

ープウェーかその下の道を下れば、新穂高温泉である。 

穂高岳は、剱岳、谷川岳と共に日本三大岩場に数えられている。特に、涸沢岳から南岳の稜線

の飛騨側には、谷川岳一の倉沢と並ぶ有数の岩場滝谷を擁する。 (滝谷は急峻なだけでなく、

崩れやすい岩も多く、岩の墓場と形容される) また、前穂高岳の東側、奥又白谷の上部も角度

の高い岩壁となっている (前穂東壁と呼ばれる) 。井上靖の小説『氷壁』で魚津が遭難したの

が前者で小坂が遭難したのが後者である。 

穂高岳登山の拠点となる涸沢は、奥穂高岳と前穂高岳に挟まれた吊り尾根より U字型にえぐら

れた圏谷で、夏でも雪渓が残る。 


