
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （4 月 3 日） 

次週の予定  （4 月 10 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（3月 27日分） 

会員数  45名 出席数 31名 欠席者  4名 

特定免除  9名 その他免除  1名 

出席率 83.78％ 

 

前々回 3月 6日分 

ホームクラブの出席者 38名   97.44％ 

メークアップの結果  39名 

特定免除   6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‐ 

 

・入会記念日自祝          上田 陽造 君 

・入会記念日自祝          大西 寛治 君 

・入会記念日自祝          西條 義昭 君 

・入会記念日自祝          橋本 正幸 君 

・結婚記念日自祝          小川 芳男 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 

・手術成功しました 感謝      中原  毅 君 

・福富先生 大変お世話になりました 

 感謝               上田 正義 君 

・春らしい気候です 感謝      佐藤 多加志君 

・卓話の機会に感謝         木村 克己 君 

・インターアクター達と梅田で 

 清掃活動をしてきました      中野 秀一 君 

「 手に手つないで 」「 四つのテスト体操 」 

「 春季家族会 」 

髙島 登 職業奉仕委員長 

平成 24年 4月 3日   No.2153   H24.3.27 (No.2152の例会記録) 

「 ネパールのアイキャンプ 」 
小林 誉典 雑誌委員長 

 ゲストスピーカー 
 関西医科大学 眼科 松山 加那子 先生 



 

 

 

２週間ぶりの例会です。新入会員でこの２週間が長い

と思われた人は、かなりロータリーに染まって来られた

と思います。１３日はゴルフ委員会のコンペが、名門小

野カントリーでありました。前日までの寒さとうって変

わり、暖かい小春日和の１日でした。ゴルフ委員長の中

嶋会員有難うございました。 

３月１８日（日）、大東市子供会育成会連絡協議会創立

５０周年式典に参加してまいりました。一番驚いたこと

は、子供会の数・児童数の推移が思っていたよりも減少

した事でした。昭和３７年に２４単位４、６１４人で発

足し、昭和５６年７８単位、１４，６２７人をピークに減少し平成２３年は子供会の

数４３、児童数７８１６人と子供会の数と児童数が半分に減っています。典型的な少

子化です。学校の統廃合は仕方ないと思います。少子化に本気で取り組まなくてはな

りません。 

１４日の東京株式市場は、米国株式の大幅上昇や外国為替え市場で円が１ドル８３

円台に下落したことを受けて投資家心理が一段と改善し、幅広い銘柄が買われて大幅

に続伸した。日経平均株価の終値は前日比１５１円４４銭高の１万５０円５２銭で、

昨年７月２７日以来ほぼ７か月半ぶりに終値で１万円台を回復した。個別には自動

車・電機など輸出関連の主力銘柄の上昇が目立った。昨日現在で日経平均株価１万１

８円２４銭、また円が１ドル８２円２７銭と円安になりました。 

さて、３月１６日にＲＩ第２５２０地区松塩ゾーン復興特別委員会和田 忠ガバナ

ー補佐塩釜Ｒ・Ｃ田中 和弥会長より「浦戸フェリー」運行祝賀式典の変更のご案内

を頂きました。謹啓、新春の候、皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

かねてより、貴職をはじめ多くの方々に、ご支援を頂き乍ら「浦戸フェリー復興支援

事業」を進めてまいりました。これまで、２月１０日付けの浦戸フェリー計画フロー

に手も触れ、又近況ご連絡の中でも４月１日運行祝賀式典の運びと申し上げて参りま

したが、去る３月８日伊勢湾内運行中に養殖いかだに接触し、これら施設の一部を破

損し、同時に同船も推進プロペラに一部損傷受け、現在伊勢湾内小池造船所にて点検

修理を行っており修理に要する日程も含めて４月１日の運行祝賀式典については、現

状から判断するに、変更せざるを得ない状況です。つきましては、総合的に判断した

結果、運行祝賀式典を４月２９日（日）に変更せざるを得ません。まずは、状況を申

し上げ、その他の事は、すべて順調であると言うことも付け加えて頂いて、ご案内と

させていただきます。尚、４月２９日（日）のご案内は、決まり次第、送り申し上げ

ます。 敬具 

我々もすでに、４月１日に合わせ宿、切符の手配を終わっています。変更と言うこ

とで、５月の連休の初めで切符の手配が出来るかが不安です。報告とし会長の時間と

します。 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 

 

◎インターアクト委員会                中野 秀一 委員長 

 

インターアクトクラブの奉仕活動 

 ３月１８日（日）当日の天気は小雨。午前９時３０分、大阪梅田駅のヨドバシカ

メラ前に大阪桐蔭中高インターアクター１８名、顧問３名、ロータリアン１名の合計

２２名が集合し、梅田駅周辺の道路・公園の清掃活動を行いました。 

泥水で手はすっかり汚れてしまいましたが、公園は綺麗になり、生徒たちの心も

清々しくなっていたようです。 

食事のあと、映画鑑賞を行い、インターアクター達と懇親を深める事が出来ました。 

二年生はこれから受験勉強一筋となりますので、これが最後のインターアクトクラ

ブ活動ということでしたが、生徒たちには思い出深い一日になった事と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会                   橋本 正幸 委員長 

 

『 春の全国交通安全運動 』 

 

日 時：４月６日（金） 午前７時４５分～午前８時１５分 

場 所：ＪＲ住道駅前デッキ広場 

 

多数の参加を宜しくお願いいたします。 

委員会報告 



 

「 Ｉ Ｔ に つ い て 」 

木村 克己 会員 

 

弊社の ITについて 

 

1995年に Windows95が発売になり、日本において

もパソコンの普及率が急速に高まり

『IT(Information Technology)』「情報技術」という

言葉がもて囃されましたが、2002年頃には「ITバブ

ル」が崩壊し、現在ではほぼ死語になっています。 

弊社では 1980年初頭頃にはオフコンを導入し、

2000年からはパソコンのみのシステムで IT化を進

めていますが、本日は最近の導入事例をご紹介させ

て頂きたいと思います。 

① 外気温• 事務所• 工場温度をインターネット上にグラフ表示＋記録保存 

② 工場のリアルタイム映像をインターネット上で閲覧可能 

③ 各成形機のアラーム信号を社員携帯電話へメール通報 

④ 各成形機の稼働率、アラーム回数等を自動集計 

 

外国人研修生制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修期間は 3年間→この間は母国に帰らない 

在留資格は「研修」→他の企業に転職はできない 

各地方自治体が決める『最低賃金』以上→１人頭 16万円／月 

住居• 家財道具は企業持ち 

先週の卓話 



 

☆４月１０日（火） 春の家族会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆４月１８日（水） ３クラブ合同例会 

 

 

開  催  日  ２０１２年 ４月 １８日（水） 

 

時    間  １８：００～１９：００ 

 

場    所  ホテル阪奈 

            大東市竜間２６６‐８ 

            TEL ０７２‐８６９‐０１８１ 

 

 

 

 

 

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－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

住道京阪西側 

住道京阪西側 



空木岳 ：  標高 2864m                 百名山 76／100 

 

空木岳（うつぎだけ）は長野県駒ヶ根市、飯

島町、大桑村にまたがる標高 2,864 m の山。

木曽駒ヶ岳に次ぐ木曽山脈（中央アルプス）

第二の高峰であり、日本百名山に選定されて

いる。 

1951年（昭和 26年）に、中央アルプス県立

自然公園に指定された。『日本百名山』の著

者である深田久弥が同著を執筆する際、木曽

山脈南半分から一つ選ぼうとして南駒ヶ岳

と空木岳とで迷った結果、最終的にはわずか

に背が高いこと、そして山名の美しさから空木を選んだという。また山頂には、二等三角点が

あり、花崗岩の大きな岩が乱立する。山頂直下の北東には空木駒峰ヒュッテがあり、その先の

稜線上には「駒石」（写真）と呼ばれる巨石がある。東北東に広がる空木平カールには無人小

屋の空木平避難小屋がある。 

 

 

 

 

恵那山 ：  標高 2191m                 百名山 77／100 

 

恵那山（えなさん）は長野県阿智村と岐阜

県中津川市にまたがる、木曽山脈（中央ア

ルプス）の最南端の標高 2,191 mの山であ

る。日本百名山及び新・花の百名山に選定

されている。濃尾平野の広範囲の地域から、

その大きな櫛形の山容を望むことができ

る美濃の最高峰である。山頂の標高 2,191 

mの最高点の南東には、一等三角点、展望

台、恵那神社奥宮本社がある。山頂展望台

は、周囲にトウヒやコメツガなどの背が高い針葉樹林があるため、展望はあまり良くない。中

津川の支流である黒井沢からの登山道と主稜線の合流点には、恵那山頂避難小屋があり、その

裏の岩場からは、北アルプス、中央アルプス、南アルプス、富士山などの展望が得られる。 

北東には、山体を貫く形で中央自動車道の恵那山トンネルが通っている。北山麓には中山道の

馬籠宿と妻籠宿がある。馬籠で生まれ育った島崎藤村が幼少時代に眺めていた山であり、『夜

明け前』で描かれている。 


