
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 13 日） 

次週の予定  （3 月 27 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（3月 6日分） 

会員数  45名 出席数 38名 欠席者  1名 

特定免除  6名 その他免除  0名 

出席率 97.44％ 

 

前々回 2月 21日分 

ホームクラブの出席者 38名   92.68％ 

メークアップの結果  41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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‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

・誕生日自祝             池田  實 君 

・誕生日自祝             田中 祥介 君 

・誕生日自祝             福富 經昌 君 

・誕生日自祝             大矢 克巳 君 

・誕生日自祝             橋本 正幸 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 

・ベトナム、ハノイに行って来ました 木村 克己 君 

・東村会員の会社と良いお仕事ができました 

 感謝               中野 秀一 君 

「 奉仕の理想 」「 四つのテスト体操 」 

「 ＩＰについて 」 

木村 克己 会員 

平成 24年 3月 13日   No.2151   H24.3.6 (No.2150の例会記録) 

「 経歴発表 」 

新会員 

ゲストスピーカー 

         （有）カオス   藤田 平 氏 

ビジター 

大東中央ロータリークラブ    峠  松 次 氏 

    〃           糸川 千恵子 氏 



 

 

 

弥生３月。昨日は２４節季の啓蟄。冬眠から覚めた虫

やカエルが穴から出てくる。春は晴天が長続きしない、

高気圧と低気圧が周期的に西から東へと日本列島を通

過するからだ。天気は３～４日で変わることが多く古来

「春に３日の晴れなし」と言い表されてきた。三寒四温

で春が来ます。 

昨日の読売新聞に少し変わった記事が有りました。見

出しは「プードルを抱っこ」で逮捕でした。飼い犬のプ

ードルを膝の上に乗せた状態で車を運転したとして、山口県周南署は三日、同県周南

市の自営業の男を道交法違反（乗車積載方法違反）で現行犯逮捕した。発表によると、

男は三日午前１１時頃周南市桜馬場通りの県道でトイプードルを抱きかかえるよう

にして膝の上に乗せ、視野やハンドル操作を妨げるような状態で軽自動車を運転した

疑い。巡回中のパトカーが発見して停車させ、免許証の提示を求めたが逃走しようと

して逮捕された。 

何故この事件について言うかは実は、毎日私は軽トラックにトイプードルを乗せ家

から深北緑地まで行き散歩します。犬と言うのは車に乗せると膝の上に座る癖が有り

ます。幸い四條畷警察の前を通りますがまだ注意されたことが有りません、これから

助手席に座らせます。まぁ注意されたら逃げないで直ぐに誤ります。 

携帯電話の人口普及率が１００％を超え１０１，４％となった。昨年１２月末の加

入契約数は１億２９８６万８０００台と全人口を上回る。一人が複数の携帯電話を持

つ時代だ、特にスマートフォンと言う多機能携帯電話が急速に普及、通常の携帯とス

マホと両方持つ人が増えているらしい。スマホは手のひらに収まるパソコンの様なコ

ンピューターだから、インターネットの利用に優れ、また「アプリ」と呼ぶソフトウ

ェアを組み込むことで活用の幅が飛躍的に広がり、スマホのカメラ機能で撮った写真

もアプリを使ってその場で修正や加工が可能だ。家庭菜園や市民農園の栽培を支援す

るアプリは動画で３６品目の野菜の管理作業が学べる。ＮＴＴドコモは「みんなの園

芸広場で」家庭菜園向けの育てる野菜を登録するとその都度、適格な作業を知らせて

くれる。使いこなせるかは持ち主次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



                      上田 正義 幹事 

 

《決議事項》 

議 題 

(1) 春の家族会 日にち変更について 

   4 月 3 日 → 4 月 10 日（火） ・・・ 承認 

(2) 45 周年実行委員会及び実行委員長について 

   実行委員長 谷中清孝会員 

   委員は後日委員長より指名 ・・・ 承認 

(3) その他クラブ運営に必要な事項について 

(4) 大阪桐蔭中学高等学校入学式御祝（4/4） ・・・ 2 万円 承認 

(5) 事務局員の件について 

   4 月末退職 ・・・ 承認 

    3/19（月）3/21（水）～23（金）休み ・・・ 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

３月は桃の節句に始まり卒業、退職送別など花の需要

が大変大変多いシーズンに入ると共に、春の花々が一

機に色づき始めます。 

今月の誕生花は、そんな春の花でアレンジ致しまし

た。使用花材は、チューリップ、スイトピー、こでま

りです。花言葉ですが、チューリップは一般的に「思

いやり」で、赤は「愛の告白」紫は「永遠の愛情」黄

は「望みなき愛」白は「失恋」など色目によって違い

ます。このシーズン欠かせない花材がスイトピーで

「思い出」「門出」です。こでまりは「努力」です。 

お誕生日おめでとうございます。 

３月のお花 



 

 

西條 義昭 会員 

（有）カオス  藤田 平 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、今日は。毎年この時期になりますと、この卓話が済まないと春がやって来

ない気がします。 

皆さんが知りたいのは、今年の阪神だと思います。優勝するのか・・・？この２・

３年優勝から遠のいております。今年の６球団を見てみますと、そんなに飛びぬけ

て良いチームは無いです。 

巨人がソフトバンクからピッチャーを２人獲ったということで、優勝だと騒がれ

ていますが、ピッチャーが入ったから勝てるというものではなく、勝負は終わって

みないと分かりません。二年前に、２割 9分というチーム打率を残しながら優勝で

きなかったという阪神の結果もあるのですから、そう意味では打ったら勝つという

こともありません。ピッチャーが押えてくれないとダメだし、そういった意味では

バランスの取れたチームが勝つということです。 

実証されているのが、去年まで中日の監督をして

いた落合監督は、一点でも二点でも勝てば良いとい

うチームを作って優勝したということです。 

ホームランを打つ打者を揃えたら勝つという訳で

もないし、１５勝するピッチャーが３人も４人もい

てるからと勝てるということもありません。バラン

スのとれたチーム作りが一番良い気がします。 

先週の卓話 



今年の阪神を見てみますと、昨年から補強らしい補強をしておりません。１２球

団中、阪神だけじゃないかと思います。 

今のレギュラー陣を脅かしてレギュラーを獲ってやろうという若手がタイガー

スには見当たらない。といのも、金本や桧山を外せない。守って打てるという若手

が中々見当たらないような気がします。 

今年も中々、苦しい戦いになると思います。 

 

 

藤田 平（ふじた たいら、1947年 10月 19日 - ） 

和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手・監督、野球解説者。 

阪神タイガースの生え抜き打者で名球会入りした唯一の選手。引退後は解説者を経

て、1995年シーズン途中から 1996年に阪神の監督を務めた。 

監督退任後はサンテレビ解説者、デイリースポーツコメンテーターを務めた。また、

村田兆治が設立した「対馬まさかりドリームス」に参加。村田と一緒に、日本全国

の野球少年への指導のため、全国を飛び回っていた。佐川急便野球部の監督も歴任。 

2008 年、ベースボール・チャレンジ・リーグの福井ミラクルエレファンツの監督

に就任。 

2009年、関西独立リーグの紀州レンジャーズ監督に就任。同年限りで退任。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



焼岳 ：  標高 2455m                  百名山 72／100 

 

焼岳（やけだけ）は飛騨山脈の主稜線上にあ

り、長野県と岐阜県にまたがる標高 2,455 m

の活火山。日本百名山に選定されている。別

名は硫黄岳。 

山域は 1934年（昭和 9年）12月 4日に、中

部山岳国立公園の特別保護区に指定された。

焼岳は隣接する白谷山、アカンダナ山、割谷

山と共に焼岳火山群を構成する。この火山群

中で現在も活動をしているのが焼岳である。

有史後の噴火活動は水蒸気爆発がほとんどで泥流を生じやすい。焼岳は飛騨山脈の中では最も

活動の激しい活火山で、約 2000 年前には最新のマグマ噴火を起こしている。焼岳の溶岩は、

粘性が強いため溶岩ドームを形成する。水蒸気噴火に伴い泥流として土砂を流すことがある。

現在でもたびたび地震群発を観測し、山頂付近には噴気口が活動中であり硫黄の噴出が見られ

る。 

なお、アカンダナ山は 2003年（平成 15年）気象庁の活火山見直し作業において、焼岳とは別

に単独で活火山に指定された。 

 

 

 

 

 

乗鞍岳 ：  標高 3025.64m               百名山 73／100 

 

乗鞍岳（のりくらだけ）は、飛騨山脈（北ア

ルプス）南部の剣ヶ峰（標高 3,026m）を主

峰とする山々の総称。朝日岳、摩利支天岳、

富士見岳、屏風岳など 23 の山があり、広大

な裾野が広がる。日本百名山及び新日本百名

山に選定されている。 

中部山岳国立公園内の岐阜県と長野県にま

たがっており、長野県側の麓には乗鞍高原が

広がっている。山名の由来は、古くは「鞍ヶ

嶺」と呼ばれ、姿が馬の鞍に似ている事から

名付けられたとされている。平安時代には「位山」と呼ばれ、1645年（正保 2年）頃の乗鞍岳

と呼ばれるようになったとされている（幕府に提出された絵図に山名が記載されている）。 


