
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話（4 月 18 日）3RC 合同例会 

次週の予定  （4 月 24 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（4月 3日分） 

会員数  45名 出席数 34名 欠席者 2名 

特定免除  8名 その他免除 1名 

出席率 89.47％ 

 

前々回 3月 13日分 

ホームクラブの出席者 37名   88.10％ 

メークアップの結果  42名 

特定免除   3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？ 

DAITO 

ROTARY 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 

 

 

 

OSAKA   JAPAN 

ニコニコ箱 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

後面に記載 

「 奉仕の理想 」「 四つのテスト体操 」 

「帝国ホテルに受け継がれる おもてなしの心 」 

帝国ホテル大阪 営業部 営業課 フィットネス 

支配人 関谷 順子 氏 

中嶋 啓文 会員 

平成 24年 4月 10日   No.2154   H24.4.03 (No.2153の例会記録) 
平成 24年 4月 18日   No.2155   H24.4.10 (No.2154の例会記録) 

「北河内の風土とことば」 

      四條畷ロータリークラブ  

景山 隆光 会長  

◆ 出席報告（4月 10日分）春の家族会 

会員数  45名 出席数 22名 欠席者  11名 

特定免除  11名 その他免除 1名 

出席率 62.86％ 

 

前々回 3月 27日分 

ホームクラブの出席者 31名   83.78％ 

メークアップの結果  35名 

特定免除   9名  その他免除   1名 

欠席者    0名  修正出席率 100.00％ 

ゲストスピーカー 

    関西医科大学 眼科   松山 加那子 氏 



 

 

 

一雨ごとに暖かくなってきています。桜前

線がそこまで北上してきています。 

しかし、今日は気象庁も異例の注意を呼び

かける程の荒れた天気になります。例会の帰

り道、十分な注意して下さい。 

春の選抜も大阪桐蔭高校と青森県代表の

光星学院の決勝戦が行われます。地元大阪桐

蔭高校は優勝候補大会屈指の大谷投手と一

回戦で対戦し、藤浪君の好投で逆転勝ちしま

した。二回戦の九州学院との対戦でも藤浪投

手のホームランで逆転勝ちしました。 

三回戦は浦和学院との対戦でした。先制され追いつき逆転勝ちしました。しかし、

この試合八回ノーアウト満塁と言うピンチで、三者連続三振の好投がありました。 

昨日は、群馬代表の健大高崎と準決勝を戦い見事三対一で勝利を収めました。藤浪

投手を昨年の夏の大会から見てきましたが、大阪柏原との決勝戦でコントロールが定

まらずに大量にリードしている試合に四死球で自滅し、負けたことが今でも脳裏をか

すめます。あれから藤浪投手の足腰を鍛え上げ安心して見られる投手に育て上げた西

谷監督に、機会があれば話を聞きたいです。今日は決勝戦です。悔いのない試合をし

て欲しいです。四時からの試合ですので甲子園に行って応援して下さい。出来れば優

勝して下さい。雨が心配ですが応援よろしくお願いします。 

阪神タイガースの開幕戦を、京セラドームにて観戦しました。試合は惜しくも引き

分けでしたが、試合の前にファンサービスで、選手のサイン入りにボールを守備に就

く時に投げます。運良く鳥谷選手のボールを受ける事が出来ました。不思議なもので

ボールが飛んでくる予感がしました。鳥谷選手の一層のファンになりました。 

四月に入り、ほとんどの組織では新年度を迎えました。明日は大阪桐蔭高校中学校、

五日には公立中学校、六日には公立小学校の入学式があります。電車に乗っても新入

社員の姿は一目でわかります。今の気持ちを持ち続けてください。 

来週は春の家族会ですので、会員様のご家族の参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 

◎ニコニコ箱委員会                  福富  經昌 委員長 

 

・誕生日自祝                        大川 真一郎君 

・誕生日自祝                        小林 誉典 君 

・結婚記念日自祝                      上田 正義 君 

・結婚記念日自祝                      間  紀夫 君 

・結婚記念日自祝                      東野 喜次 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 

・海外旅行 無事帰国 感謝                 髙島  登 君 

・醍醐寺の桜見て来ました 感謝               佐藤 多加志君 

 

 

《決議事項》 

議題 

(1) 4 月 18 日(水) ３ＲＣ合同夜間例会ついて ホスト四條畷ＲＣ 

        合同ゴルフコンペ（阪奈カントリー） 

(2) 5 月 8 日(火) 三村ガバナー補佐訪問について 

         (新旧合同クラブ協議会) 

        樋口ガバナー補佐エレクト帯同 

(3) 4 月 4 日 大阪桐蔭中学校高等学校入学式 御祝￥20,000 ・・・ 承認 

(4) その他  ・北本会員 出席免除について ・・・ 承認 

         3/27・4 月～5 月 

・ 春の家族会立替金 50 万円 ・・・ 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

幹事報告 

今月の誕生日花は、日本の国花であり日本の春訪れを

知らせる桜に釣鐘草の一種のカンパニュラ、カスミ草

です。本日は少し早い桜見をして頂ければとボタン桜

を満開にしております。入学シーズンにふさわしい花

言葉がついておりまして「善良な教育」「精神美」な

どです。 

カスミ草は「清らかな心」カンパニュラは「感謝」と

なっております。 

お誕生日おめでとうございます。 

4 月のお花 



 

 

「 ロータリー雑誌月間に因んで 」 

 

小林 誉典 ロータリー雑誌委員長 

          関西医科大学 眼科 

ヒマラヤ眼科医療を支援する会 理事長 松山 加那子 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネパールでの国際医療 

 

現在ネパールの推定失明患者は約 15 万人でそのうち手術によって光を取り戻す

ことができる人々は約 10 万人と言われています。今この瞬間にも僻地に住み、ま

たは貧しいがゆえに病院に行けない患者が失明の中、生きています。ネパール医療

は 30 年前と比較すると飛躍的に進歩しています。しかしその進歩の中でもまだま

だ眼科医療は遅れており、また貧富の差から生まれた医療難民も本当に多く見られ

ます。また山岳部のような僻地では眼科医療と言えるものはほとんどなく眼科受診

をできる機会がほとんどありません。山岳部の人たちと実際に触れ合い貧困ながら

も生きる姿勢、そして失明＝貧困という負のサイクルを現地でひしひしと肌で感じ

眼科医療の必要性を今なお強く感じています。アイキャンプというのは、医療施設

のない地方の町や村で行う野外開眼手術活動のことです。3日間、外来、手術、点

眼、時に眼鏡処方を行います。医療費は我々、日本人チームで負担します。ネパー

ル人は現地の人員を手配します。そして患者は全て無料です。 

約 8 年前からネパールの医療に携わり、3年前から NGOを立ち上げました。そし

て現在眼科医療だけではなくメディカルキャンプとして他科との合同キャンプを

先週の卓話 



行うまでに発展しました。小さい活動でも徐々に大きくなり、1人でも多くの人が

治療できる病気で失明することのないよう、彼らが生きる光を再び取り戻せるよう

細く長く続けていけるように一歩一歩踏みしめて歩んでいきたいと思っておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





甲斐駒ヶ岳 ：  標高 2967m               百名山 78／100 

 

甲斐駒ヶ岳（かいこまがたけ）は、南アルプ

ス国立公園内の赤石山脈（南アルプス）北端

の山梨県北杜市と長野県伊那市にまたがる

標高 2,967 mの山である。峻険な山容をもち、

半ば独立峰のような姿勢で屹立する日本ア

ルプス屈指の名峰で、日本百名山、新日本百

名山、新・花の百名山、山梨百名山、日本百

景に選定されている。 

「駒ヶ岳」の名を冠する独立した山は全国に

18 山あるが、その中ではこの甲斐駒ヶ岳が

最高峰であり、木曽駒ヶ岳が 2,956 mでこれに続く。ただし、富士山の火口を取り巻く火口縁

（いわゆるお鉢めぐり）の南側には、駒ヶ岳もしくは浅間岳と呼ばれる小突起があり、その標

高は 3,715 mである。 

長野県側（特に甲斐駒ヶ岳と木曽駒ヶ岳に挟まれる伊那谷周辺）では、甲斐駒ヶ岳を東駒ヶ岳

（ひがしこまがたけ）、木曽駒ヶ岳を西駒ヶ岳と呼ぶ。 

南アルプスの山々は、高い標高と大きな山容を持ってはいるが、全般になだらかな稜線を連ね

ており、鋭角的な姿をした山は多くない。しかも、仙丈ヶ岳など南アルプスの他の多くの山は、

前山に阻まれて人里からは間近に見えないことも多い。これに対して、甲斐駒ケ岳は、山梨県

側の山麓から一気に 2,500 mほどの標高差をもって立ち上がっており、中央本線沿線からもそ

の全貌が望まれる。 

さらに、水成岩の山が多い南アルプスの中で、例外的に火成岩である花崗岩から成るため、山

肌が夏でも白く望まれることも、駒ヶ岳の個性を際立たせている。このため、甲斐駒ヶ岳は古

くから多くの人々に名山として称えられ、詩歌に歌われてきた。作家の宇野浩二はこの山を「山

の団十郎」と評し、江戸時代の僧侶海量は、「甲峡に連綿として丘壑（きゅうがく）重なる 雲

間に独り秀づ鉄驪（てつり）の峰」とその姿を漢詩に歌っている。 

甲斐駒ヶ岳はまた、古くから信仰の対象ともなってきた。山梨県側の山麓の横手・竹宇両集落

には駒ヶ岳神社が鎮座しており、そこから山頂にいたる黒戸尾根には現在も信仰にまつわる多

くの石碑や石仏が残る。 



 

時　刻 摘　　要

１７：３０ 受付 各クラブ

Ｓ.Ａ.Ａ 四條畷ＲＣ 小倉良則ＳＡＡ

１７：４５ 食事開始

１８：００ 開会点鐘 四條畷ＲＣ 景山隆光会長

ロータリーソング  「奉仕の理想」 甲林高雄

友愛の握手

来客紹介 四條畷ＲＣ 甲林高雄親睦活動委員長

会長の時間 四條畷ＲＣ 景山隆光会長

諸報告 大東ＲＣ 出席報告

大東中央ＲＣ 幹事報告

四條畷ＲＣ その他

卓話 　四條畷ＲＣ 景山隆光会長

　「北河内の風土とことば」

１９：１５ 閉会点鐘 四條畷ＲＣ 景山隆光会長

３クラブ合同例会　開催スケジュール表

内　　訳

                        開催日時　　    2012年 4月 18日（水）18:00

　                      開催場所　　  　ホテル阪奈

　                      ホストクラブ  　四條畷ロータリークラブ


