
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （5 月 8 日） 

次週の予定  （5 月 15 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（4月 24日分） 

会員数  45名 出席数 35名 欠席者 3名 

特定免除  6名 その他免除  1名 

出席率 89.74％ 

 

前々回 4月 10日分 

ホームクラブの出席者 21名   89.47％ 

メークアップの結果  34名 

特定免除   11名  その他免除   1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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ニコニコ箱 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

後面に記載 

「我等の生業 」 「四つのテスト体操」 

 

樋口 秀和 会員 

平成 24年 5月 8日   No.2157   H24.4.24 (No.2156の例会記録) 

 

IM3組 ガバナー補佐 三村 雄太郎 氏 

ゲストスピーカー 

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 

ビジター 

塩釜東ＲＣ             日野 勝博 氏 

                  佐々木 正樹氏 

大阪西ＲＣ             山内 康俊 氏 



 

 

 
 ４月２９日、宮城県塩釜市で行われた「就航記念式典」での会長の祝辞です。 
 

祝  辞 
 

皆さんこんにちは、ただいまご紹介をいただきました、国際ロータリークラブ第

２６６０地区大阪・大東ロータリークラブ会長の大西でございます。 

 本日ここに、浦戸諸島の復興と生活支援のために、フェリーの就航がかくも盛

大に祝賀会を開催されるにあたり、一言お祝いのご挨拶を申し上げます。 

初めに、震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますと共に、一年

が経過し今直避難生活を余儀なくされています方々にお見舞い申し上げます。 

この度、このすばらしい「浦戸フェリー支援事業」に携わられた関係各位に、こ

の場をお借りいたしまして、感謝とお礼を申し上げたいと思います。とりわけ国際

ロータリークラブ第２５２０地区第６分区松塩ゾーンの皆様には、自ら被災をされ

ながらロータリーの理念でもあります「奉仕」のこころを強く持たれ、並々ならぬ

ご努力とご熱意に対しまして深く敬意を表する次第であります。 

私どもの関西では、阪神淡路大震災を経験し自然災害に対する恐怖は目の当たり

にしました。そこで周辺の人々が互いに励ましあい心を一つにして復興に立ち向か

う事が重要であることを学びました。しかし、東北地方の震災による津波被害は甚

大で広範囲にわたり想像を絶する事態となり、当初は何処に何をすればいいのか判

断ができず、ただただ義援金をお願いすることしかできませんでした。また、姉妹

クラブでもあります台湾のスワンシロータリークラブからもいち早く連絡があり

多額の義援金が私どものクラブに送られてきました。 

そのような中で、クラブでは進まない復興に矢も楯もたまらず、塩釜東ロータリ

ークラブ様のご助言をいただきながら共にこの事業に携わることができました。 

改めまして多大なるご尽力を賜りました塩釜東ロータリークラブ様にお礼を申

し上げます。今後も塩釜東ロータリークラブ様と共に、世界に広がるロータリアン

の友情が、不測の事態を解決する一助になることを信じ奉仕活動に取り組む所存で

あります。 

結びにフェリーの就航を契機とし

て、浦戸諸島の皆様方の一日も早い復

興ができると共に、本日ここにお集ま

りの皆様方のご健康・ご多幸を祈念申

し上げまして、お祝いの言葉とさせて

いただきます。 

本日は、誠におめでとうございます。 

  

 

 

大東 RC 大西 寛治 会長 会長の時間 



 

◎ニコニコ委員会                                      福富 經昌 委員長 

 

・入会記念日自祝                      堀部 邦夫 君 

・入会記念日自祝                      田川 和見 君 

・結婚記念日自祝                      西條 義昭 君 

・甲子園優勝 感謝                     森山 信一 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 

・春の家族会 写真ありがとうございます 感謝        中原  毅 君 

・春の家族会 写真ありがとうございます 感謝        藤本 和俊 君 

・家族会 皆様お世話になりました 感謝           髙島  登 君 

・木田先生大変お世話になりました 感謝           堀部 邦夫 君 

・塩釜東 RC日野会長・佐々木副会長 感謝          橋本 正幸 君 

・会長、昨日はご苦労様でした 感謝             田川 和見 君 

・ハジメレンジャーおめでとうございます 感謝        佐藤 多加志君 

・選挙、無事終わりました。ありがとうございました 感謝    木村 克己 君 

・春の家族会 写真ありがとうございました 感謝       中野 秀一 君 

・選挙無事に終わりました。皆様ありがとうございました 感謝 東村 正剛 君 

・本日はお世話になります 感謝 塩釜東ロータリークラブ 

                          会 長 日野 勝博 氏 

                          副会長 佐々木正樹 氏 

 ・春の家族会欠席 お詫び                     岡本 日出士君 

 ・春の家族会欠席 お詫び                     鷺森  董 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     江原 誠三 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     加藤 敏明 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     森山 信一 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     西條 義昭 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     福富 經昌 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     松原 清一 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     大東  弘 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     東村 正剛 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     中嶋 啓文 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     間  紀夫 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     東野 喜次 君 

委員会報告 



◎インターアクト委員会                                中野 秀一 委員長 

 

新入生歓迎会 

日時 ２０１２年６月３日（日）１５：３０～１６：３０  

場所 舞洲スポーツアイランド 

   大阪市此花区北港緑地２丁目 

 

多数の参加をお願い致します 

 

 

 

 

  

「帝国ホテルに受け継がれる おもてなしの心」 

中嶋 啓文 会員 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の卓話 



北岳 ：  標高 3193.2m                 百名山 81／100 

 

北岳（きただけ）は、山梨県南アルプス市に

ある標高 3,193m の山。日本第二の高峰であ

る。 

富士山に次ぐ日本第二の高峰であり、火山で

ない山としては日本で最も高い。日本百名山、

新・花の百名山及び山梨百名山に選定されて

おり、同じく日本百名山の一峰の間ノ岳、日

本二百名山の農鳥岳とともに白峰三山を構

成する。「南アルプスの盟主」とも呼ばれる。

野呂川 (早川の支流) の源流の山であり、山

体は他の県と接しておらず山梨県内に含まれる。全山古生層の堆積岩から成る。山体の東側斜

面は北岳バットレスと呼ばれる岩壁があり、登攀対象ともなっている。 

 

 

 

間ノ岳 ：  標高 3189.13m               百名山 82／100 

 

間ノ岳（あいのだけ）は赤石山脈（南アル

プス）北部にある標高 3,189 mの山。 

日本で 4番目、南アルプスで 2番目に高い

山であり、日本百名山、及び山梨百名山に

選定されている。南アルプスの最高峰北岳

の南側約 3.3 km に位置し、さらに南の農

鳥岳とあわせて白峰三山と呼ばれている。

山名の由来は、白峰三山の真ん中の山であ

るためとされている。山頂の東側には細沢

カール（圏谷）がある。 

白峰三山を全体としてみると高山植物の豊富な山域で間ノ岳も同様だが、山頂近辺に限っては

岩屑帯で、高山植物は少ない。 

なお、山頂付近には地すべりによってできたと考えられる線状凹地が発達しており、この地滑

りが起こる前は現在より数十メートル程度標高が高かったのではないか、と考えられている。

そのため、現在でこそ日本で 4番目の高さの山だが、最終氷期には日本最高峰だったのではな

いか、とも推定されている。その当時、富士山はまだ現在の高さに達しておらず、また 2位・

3位の北岳・奥穂高岳との現在の標高差がわずか 4 mと 1 mしかないためである。 

行政区域としては静岡県と山梨県の境に位置しており、山頂の南側は静岡県の最北端となって

いる。 

 



万三郎岳 ：  標高 1406m                百名山 83／100 

 

天城山（あまぎさん）は、静岡県の伊豆半島

中央部の東西に広がる山。天城山は連山の総

称で、天城連山や天城山脈と称されることも

ある。日本百名山のひとつ。 

最高峰の万三郎岳（ばんざぶろうだけ 

1,405m）、万二郎岳（ばんじろうだけ 1,299m）、

遠笠山（とおがさやま 1,197m）等の山々か

ら構成される。東西の山稜部は富士箱根伊豆

国立公園に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩見岳 ： 標高 3046.86m                百名山 84／100 

 

塩見岳（しおみだけ）は長野県伊那市と静

岡県静岡市にまたがる標高 3,047 mの山で

ある。赤石山脈（南アルプス）中央部の南

アルプス国立公園内にあり、山頂周辺は特

別保護地区に指定されている。 

日本百名山及び新日本百名山に選定され

ている。 

山頂は 100 m足らずの距離を隔てて西峰と

東峰に分かれ、標高は西峰が 3,047 m, 東

峰が 3,052 mである。しかし三角点は西峰に設置されているため、低い方の西峰の標高が塩見

岳の標高とされている。仙丈ヶ岳から続く長大な仙塩尾根の南端に位置する。山頂南側の三伏

峠と本谷山南斜面、北側の北荒川岳周辺と熊の平周辺は高山植物の群生地となっている。鉄の

兜（かぶと）にも似たドーム形の独特な山容で、遠方から眺めると独立峰のようなその山容が

目立つ。 


