
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 27 日） 

次週の予定  （4 月 3 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（3月 13日分） 

会員数  45名 出席数 37名 欠席者  5名 

特定免除  3名 その他免除  0名 

出席率 88.10％ 

 

前々回 2月 28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‐ 

 

・結婚記念日自祝          鷺森  董 君 

・結婚記念日自祝          加藤 敏明 君 

・結婚記念日自祝          北本 良弘 君 

・結婚記念日自祝          橋本 正幸 君 

・結婚記念日自祝          田川 和見 君 

・結婚記念日自祝          東村 正剛 君 

・結婚記念日自祝          中嶋 啓文 君 

・結婚記念日自祝          德山 泰之 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 

・大東中央メイクしました 感謝   佐藤 多加志君 

・震災チャリティーコンサートに 

 行って来ました 感謝       木村 克己 君 

・木村委員長 たこ焼き 

 有難うございました 感謝     中野 秀一 君 

ゲスト 米山奨学生   ピューピュートゥエ さん 

「 ロータリー雑誌月間に因んで 」 

小林 誉典 雑誌委員長 

平成 24年 3月 27日   No.2152   H24.3.13 (No.2151の例会記録) 

「 ＩＴについて 」 

木村 克己 会員 「 それでこそロータリー 」 「 四つのテスト体操 」 



 

 

 

まだ寒いですね。今日は住道中学の卒

業式に、出席してまいりました。１３日

は、公立中学の卒業式です。１９日は公

立小学校の卒業式です。我々が経験した

時の卒業式とは少し違います。生徒全員

の歌で別れを演出する卒業式です。馴染

んだ「仰げば尊」などもありません。 

さて１１日は、東日本大震災から丸１

年でした。日本各地で追悼式典が行われました。絆、友達作戦等、世界中から救援、

支援を受けました。台湾の姉妹クラブからもいち早く義援金を頂きました。先日から、

テレビで東日本大震災の発生から今日までの復興の記録を放送しています。色々な切

り口から地震、津波、原発問題を取り上げています。私は、映像を繰り返し見るのは

少し疲れました。なぜなら昨年の東日本大震災が発生した時と今現在の映像が変わっ

てないからです。津波で流されて何もかも無くなり、瓦礫
がれき

が山のように積まれていま

す。瓦礫の処分地も決まりません。 

原発の放射能による避難生活、東電による補償問題も満足に進まず。永年住み慣れ

た故郷を、放射能の為に他へ避難せざるを得ない人々。そこに原発がなければこうい

う問題も無かったと思います。故郷を離れるのは非常に辛いことです、１日も早く故

郷に帰れることをお願いします。 

私の住んでいる地域に関西電力の変電所が有ります。今、住民の間で不安を抱えて

います。背の高い鉄塔が数多く建っています。東南海地震で倒壊の危険性は、高圧電

線の切断もあります。しかし、津波が大阪湾から寝屋川、鍋田川、銭谷川、恩智川を

逆流し、想定される津波の高さが来ると、変電所が２m 水没します。その時、電気設

備はどうなるのか、感電しないのかが不安です。 

自治会ですら住民からの要望で８０年以上の歴史を持つ、老朽化した火の見櫓を想

定される東南海地震で倒壊の恐れが有る為に解体し、ホース干場・放送設備の新設等

の取り組みを行っています。 

東日本大震災後、計算上や想定されるという、全ての安全神話が崩れました。国は

もっとスピードを持って元の生活に戻れるように復興問題・補償問題に取り組んで頂

くことをお願いし会長の時間とします。 

 

 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 

 

「 経 歴 発 表 」 

 

 

 

東野 喜次 会員 

 

東野です。自己紹介ということで、簡単に

経歴をお話します。 

私は昭和２４年（１９４９年）に当時の枚

岡市善根寺町、今の東大阪市善根寺町に生ま

れました。 

幼児期の体験としては、当時中垣内とは隣

町でありながら、行政区も異なり子供同士も

よく喧嘩をしたものでして、大西会長や谷山

氏などと年頃も近く何度か・・・かもしれませんね？ 

高校は府立八尾高校で硬式野球部に所属しておりまして、当時の八尾高は野球に

対する思い入れも強く、甲子園にも八尾中時代も含め春夏合わせて１０回出場して

いる、所謂【古豪八尾】ということで、練習も非常に厳しく年間お休みはお盆の２

日、正月は３日といった具合で練習漬けの青春時代でした。最終学年時はベスト８

準々決勝で、今はもう無くなってしまった日生球場で近大に敗れ涙を呑みましたが

楽しい思い出です。大学はあの大根踊りで有名な東京農大で、卒業後２年目で「グ

リーンナカノ」という造園コンサルを立ち上げ１５年、その後東野緑化サービスで

１５年造園畑一筋でしたが、約１０年前に今の都市樹木再生センターを立ち上げ現

在に至っております。 

人生はまさに「山あり谷あり」、「楽あり苦あり」ですね。今の仕事が上手く動き

出したその時、今年の６月で８年になるのですが、胃腺ガン（スキルス性）が見つ

かり、進行は早かったものの初期ガンということで胃の上部、食道の一部を摘出し

ました。その後、治療の抗ガン剤を投与することもなく、順調な経過を辿って丁度

５年目の検査で腹部の１箇所のリンパ節に転移が見つかりました。すぐ化学療法

（抗ガン剤）処置を行い、その治療を３クール行った時にその治療が合わなかった

のか非常に苦しんでいた時、知人の勧めで兵庫県立粒子医療センターにて受診がで

き、胃ガンそのものでは治療がダメで、リンパ節への転移が１箇所のみで、現時点

で他に転移が見られないという事、「その他の癌」という事で炭素重粒子腺治療に、

先週の卓話 



千分の一位の可能性で治療を受ける事ができ、治療後２年２か月になりますが、今

のところ他の何の治療もせず順調に推移しています。今後の人生は当然神のみぞ知

る、塞翁が馬の言葉があるように何が災いか、何が幸いになるのか分かりませんが

生きる喜びを享受しています。 

最後になりますが、私の現時点での仕事、遊びなど生きる事への思いは、今現在

このようにお話をさせて頂いている事も既にもう過去の事であり、変える事は不可

能です。過去にとらわれず、今までやってきた事は全て間違いでなく、明日のこれ

から幾らでも予定変更ができる、これからの生きざまを決定する為のプロセスであ

り貴重な経験であり、肥やしなんだという事です。 

トップ、経営者の決断はいつでも正解です。どんな結果になっても今後に生きる

最高の決断であるべきだと思っていますし、明日への新たなる大きな一歩だと思っ

ています。今後とも自分で何かを出来る事の喜びを持って生きて行きたいし、その

事を感謝したいし、今までに知り合った多くの人達、また今日ここに参集されてお

られる皆様方とも一緒に楽しく行きたいと思っています。 

 

 

 

德山 泰之 会員 

 

「こんにちは。実は今日は夜勤明けです。

私が役員をしております社会福祉法人が障

害者の自立を支援する施設としてケア・ホー

ムをこの３月１日にオープンしまして、人員

確保・配置の観点から現場に夜間支援員とし

て出ております。 

親御さんが高齢になっていくなか、障害者

の方々が少しでも自立して生きていけるよ

う微力ながら関わっていきたいと思っています。 

高校時代の親友が大東市でしたので昔から何かと大東には縁がありこの度、大東

ロータリークラブに入れていただいたのもその縁ではと思っております。 

大学卒業の就職時には思いもかけない健康上の問題と直面し、保険代理業という

自営業を職業として選択しました。 

ただ、そのおかげで様々な人々と商売を通じて知り合うことができ、多くのこと

を学び経験できました。感謝！感謝！であります。」 

 



間 紀夫 会員 

 

昭和５０年１月１５日 大東中央病院にて 

                     あいうえおかきくけおお誕生 

昭和５４年 朋来幼稚園入園 

昭和５６年 大東市立住道南小学校入学 

昭和６２年 大東市立住道中学校入学 

平成 ２年 大阪府立四條畷高等学校入学 

平成 ６年 立命館大学法学部入学 

平成１５年 司法試験合格 

小学校の頃は内気な性格であったが、小学５年生のとき大東市青少年協会が主催

していたジュニアリーダー（JL）という野外活動を中心とした活動に参加したこと

により積極性が芽生え始め、その後、同協会が主催する大東アドベンチャークラブ

（DAC）、シニアリーダー（SL）など高校１年生までの６年間活動を継続したことが

現在の自分の土台の一部となっていると思います。 

高校入学と同時にラグビー部に入部し、高校３年間はラグビーが生活の中心であ

った。高校３年時の新人大会では決勝戦まで進出するも東海大仰星に１１－４で敗

れ準優勝。優勝できなかった悔しさもさることながら、不運にもラグビーの聖地で

ある花園ラグビー場が改修工事中であったため花園のグラウンドで試合をするこ

とができなかったことをつくづく残念に思います。 

高校時代に腰と足首を痛めた影響で、大学でラグビーをすることを断念し、大学

在学中は、春と秋は毎週競馬場に入り浸り、夏になると貧乏旅行ながら長期で北海

道の生産牧場を訪ね歩くなど競馬にどっぷりとはまっていました。 

大学卒業に際し大学院に進学することも考えましたが、司法試験を受験すること

を決意し、卒業と同時に司法試験の勉強を開始。 

平成１５年５回目の受験で念願の合格を果たし、合格発表の掲示板の前で妻にプ

ロポーズ。翌年３月６日に結婚式を挙げ、４月１日に入籍。現在５歳の息子との３

人家族。趣味はゴルフとラーメン屋巡り。 

ちなみに、司法試験合格の年に阪神が２１年ぶりに優勝し、また、司法研修所の

卒業試験の合格発表の日も阪神の優勝の日であったため、阪神タイガースが優勝す

ると良いことが起こるかもしれないと、ひそかに毎年阪神タイガースを応援する

日々を送っています。 

平成１７年から他事務所で１年半勤務し、平成１９年１月より父親の事務所で業

務を開始し、現在は、顧問先の日常的な法律相談、契約書の作成・チェック、遺言・

成年後見等高齢者関連案件、売買・請負代金等の回収、不動産の明渡事件、建築瑕



疵等関連事件、破産等倒産関連事件、離婚・相続等家事事件、交通事故関連事件、

多少の刑事事件等が業務の中心です。 

若輩者でありますが、今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

植田 直平 会員 

 

皆さん、こんにちは。昨年９月に入会しま

した植田直平と申します。皆さんもご存知か

とは思いますが、植田恭平の弟です。兄の葬

儀のおりには、お世話になりまして有難うご

ざいました。 

早いもので８ヶ月経ちまして、気持ちも大

分落ち着きました。植田家みんな子供達もそ

れぞれ何とか頑張っています。また、ロータ

リークラブの皆さんには、兄が設立しました少年野球でも大変お世話になり、今年

で８年目になります。今年の春も３年連続全国大会出場を決めました。今年の選抜

も奈良の智弁学園から小野君、竹田君２名がレギュラーとして出場し、地元大阪桐

蔭高校から１年生ではありますが、笠松がレギュラーとして出場する予定です。ま

た応援して頂ければ有難いです。 

次に私の経歴ですが、私は大学在学中から親父と一緒に植田建設で仕事をしてい

まして、当時、産業廃棄物のプラントをやり始めた時でして、卒業してからも１０

年やっていました。そして、３３歳の時に一度自分でやってみたいという思いから

独立をし、三平建設という社名で明美の里に事務所を置いてやり始めました。 

仕事の内容は、松下電器の営繕や鉄道工事や公共工事をやっていました。それか

ら１０年ぐらい経って兄から相談を受け、当時不法投棄が問題になっていて、植田

建設の車輌部門を切り離したいということで三平建設に移行し、また営業する上で

系列会社であることがわかるように植田コンストラクションに社名に変更し現在

に至っています。 

兄が亡くなってから仕事の方もお蔭様で忙しく、社員も頑張ってくれています。

最近は、殆どが建物の解体工事で、仕事はあるのですが、リスクが高くほんとに危

険の多い仕事です。最近の悩みとしましては最近現場での事故が続いていまして、

重機の転倒や足場からの墜落など安全には力をいれているのですが、事故を起こす



と次の仕事がなくなります。今後はもっと安全に力をいれていこうと思っています。 

また、プラントでコンクリートガラを破砕して砕石にしているのですが、その砕

石がなかなか売れなくて今は無料で出しています。今現在約３万 m3 ストックがあ

ります。１０tダンプで約５千台あります。もし使う所があれば何台でも運搬しま

すのでよろしくお願いします。 

次に家族は、妻と子供２人で、長女は２３歳で銀行に勤めています。長男は２１

歳で東京の大学に行き、ゴルフをやっています。ほんとに私は、家族が大好きで、

４人でゴルフに行ったり、買い物やカラオケに行ったりします。子供達もこのまま

成長してくれれば良いかなと思っています。 

趣味は高校時代から不動禅少林寺拳法をやっており、当時ブルスリーが大人気で

憧れまして、大阪城の近くの町道場に通いました。ある時、大東市寺川にあると聞

き寺川で約３０年先輩と一緒に小学生や中学生を指導しています。後は、ゴルフで、

出来るならシングルになりたいと思っています。 

最後に、兄が亡くなって入会させて頂きましたが、私は小さい時から何かにつけ

て、兄にはかなわなかった、勉強にしろ、スポーツでもなかなか兄のようには行き

ませんが自分のスタイルで、細々とやっていきたいと思いますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



御嶽山 ：  標高 3067m                 百名山 74／100 

 

御嶽山（おんたけさん）は、長野県と岐阜県

にまたがり、乗鞍火山帯の最南部位置する標

高 3,067 mの複合成層火山である。大きな裾

野を広げる独立峰である。 

木曽御嶽山や御嶽とも称する。また、嶽の字

体を新字体で表記した御岳山や御岳などと

表記されることも多い。標高 3,000m を超え

る山としては日本国内で最も西に位置する。

日本には同名の山（御嶽山・御岳山）が多数あり、その最高峰である。山頂には一等三角点

（3,063.41 m、点名「御岳山」）と御嶽神社がある。 

古くから信仰の山として信者の畏敬を集めてきた巨峰で、いくつもの峰を連ねてそびえる活火

山である。著名な民謡である木曽節にもこの山の名（木曽のおんたけさん）が歌われており、

神聖な信仰の山であるとともに、木曽を代表する山として親しまれている。日本百名山、新日

本百名山、花の百名山、ぎふ百山に選定されている。 

国立公園に指定されている飛騨山脈や赤石山脈と異なり、木曽山脈とともに国定公園にさえも

指定されていない。長野県の御岳県立自然公園および岐阜県の御嶽山県立自然公園には指定さ

れているものの、国立・国定公園に指定されなかったのは、木曽ヒノキを主とする林業の盛ん

な地域であるという事情がある。山腹は深い森で覆われ多くの滝があり、木曽川水系の源流部

の山であり、その下流部である中京圏の水がめとなっている。 

 

 

木曽駒ヶ岳 ：  標高 2956m               百名山 75／100 

 

木曽駒ヶ岳（きそこまがたけ）は長野県上松

町・木曽町・宮田村の境界にそびえる標高

2,956 mの山で、木曽山脈（中央アルプス）

の最高峰。日本百名山、新日本百名山、花の

百名山に選定されている。木曾駒ヶ岳とも表

記される。また省略して「木曽駒」とも呼ば

れる。 

駒ヶ岳の名を冠する山は日本の全国に多数

あり、その最高峰である南アルプスの甲斐駒ヶ岳とこの木曽駒ヶ岳に挟まれる伊那谷では、こ

の山を西駒ヶ岳または西駒、甲斐駒ヶ岳を東駒ヶ岳または東駒と呼ぶこともある。木曽前岳 

(2,826 m)、中岳 (2,925 m)、伊那前岳 (2,883 m)、宝剣岳 (2,931 m) を含めて木曽駒ヶ岳と

総称する場合もある。 

木曽駒ヶ岳には、雪解けの時期にはいくつかの雪形が見られ、昔から農業の目安にされてきた。

中岳には山名の元にもなった駒（馬）、極楽平の南には島田娘と種蒔き爺などが現れる。 


