
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （5 月 15 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（5月 8日分） 

会員数  45名 出席数 36名 欠席者 0名 

特定免除  8名 その他免除  1名 

出席率 100.00％ 

 

前々回 4月 18日分 

ホームクラブの出席者 29名   85.29％ 

メークアップの結果  33名 

特定免除  10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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後面に記載 

「君が代 」「奉仕の理想」「四つのテスト体操」 

 

東村 正剛 会員 

 

平成 24年 5月 15日   No.2158   H24.5.8 (No.2157の例会記録) 

「 消費税の税制改正について 」 
 

樋口 秀和 会員 

ゲストスピーカー 

IM3 組 ガバナー補佐 三村 雄太郎 氏  

次週の卓話  （5 月 22 日） 



 

 

 

三村ガバナー補佐、樋口ガバナー補佐エレクト、本

日のクラブ協議会宜しくお願いします。 

岡本日出士会員３期１２年の大東市長職が５月２

日に任期満了で勇退されました。赤字の大東市を健全

財政に建て直し、すべての公約を果たされました。特

に下水普及率１００％を達成され、小・中学校の耐震

工事・冷暖房工事・統廃合も終えられました。本当に

ご苦労様でした。 

さて皆様は、連休をどのように過ごされましたか？ 

ツァーバスの大きな事故が有りました。我々は、車の運転はふつう１時間したら１０

分の休憩を取り１日５００㎞以上体力的に走れないと思います。何事も、無理は病

気・大怪我の元だと改めなくてはなりません。 

大竜巻もありました。通った後を見ると、想像を絶するほどの被害が発生しました。

竜巻の発生が少ない我が国で注意報・警報を発表しても対処の仕方が分からないと思

います。鉄筋コンクリート製の建物に逃げ込むのが、命を守る為に懸命かと思います。

近頃の自然災害は大きな被害が出ます。もしもの事を普段から考え、災害に備えるこ

とが必要かと思います。 

２８日・２９日に塩釜の特別養護老人ホーム清楽園と浦戸フェリー事業「なのはな

丸」の就航式に出席し、来訪クラブが多くある中で祝辞を述べる機会を頂きました。

先週の週報に掲載していますが内容は大東クラブの気持ちを正確に表現しています。

国際ＲＩ元理事、直前ＲＩ理事も来賓で来ておられました。帰りの空港でのテレビで

も各放送教局がニュースで取り上げていました。 

空き時間に、津波被害の特に大きな地域を案内していただきました。塩釜は４００

の離島に守られ海からの津波が横からではなく上下の津波が４ｍきました。普段から

津波対策が出来ていたため建物の被害は大きかったのですが、人的災害は少なかった

そうです。しかし、離島のない海辺の町は見渡す限り建物が有りません。所々基礎が

残る程度です。横からの津波の恐ろしさは想像外です。高台に避難者住宅が今も建っ

ています。塩釜東の日野会長宅も築１年の家が大きな被害を受けられました。会長エ

レクトの佐々木さんの工場は津浪で跡形も無くなったそうで福岡県で再出発するつ

もりが、ロータリー仲間の支援で塩釜に工場を再建できたそうです。自分の会社や自

宅が津波で被害を受けているにもかかわらず、廻りの被災者を助けているロータリー

の奉仕活動に頭の下がる思いです。１日も早く復旧・復興が出来ますことを祈願し会

長の時間とします。 

 

 

 

大東 RC 大西 寛治 会長 会長の時間 



                           上田 正義 幹事 

 

《決議事項》 

議題 
(1) 次年度の例会休会日について ・・・ 承認 
 2012/8/14（お盆 祝日扱い） 

 2012/12/25 休会 ① 
 2013/1/1 祝日 
 2013/2/12 休会 ② 
 2013/3/19 休会 ③ 
 2013/4/30 休会 ④ 
(2) 北本良弘会員お見舞金について・・・ 承認 
(3)  パートタイマー従業員就業規則 ・・・ 承認 

(4) 理事会出席によるメークアップは不可 ・・・ 承認 
 
 

 

◎東日本大震災復興支援 

  「浦戸フェリー就航記念式典」に参加            橋本 正幸社会奉仕委員長 

  東日本大震災復興支援のために会員の皆様並びに姉妹クラブのスワンシーロ

ータリークラブの皆様に多額の義援金をいただきありがとうございました。 

４月２８日会長、幹事をはじめ９名の会員により宮城県塩釜に出向き、特別養護老

人ホーム「清楽苑」の訪問を行い復興した施設内を視察し、感謝状の贈呈を受けまし

た。その後、塩釜東ロータリークラブメンバーとの交流を図り、熱烈な歓迎をされま

した。塩釜東ロータリークラブ日野会長の挨拶中で、塩釜地域において地震による津

波被害が他地区に比べ被害が少なかったのは浦戸諸島が防波堤となり津波を減少さ

せたからです。その分浦戸諸島の被害が大きく、島全体の機能が失われてしました。

これまでも浦戸諸島の日常生活の利便性からもフェリーの就航の要請を行って来ま

したが達成することができませんでした。この津波により多大な被害に遭い、復旧資

材などの運搬ができないことから現在も復興していません。今回大東ロータリークラ

ブからの多額な義援金がきっかけとなり、

第２５２０地区第６分区松塩ゾーンがロー

タリー財団に要請を行い支援されたことで「浦

戸フェリー支援事業」が達成できました。 

翌２９日「浦戸フェリー就航記念式典」

に全員参加し、この事業に支援されたロー

タリークラブを代表して大西会長が祝辞を

述べられました。 

委員会報告 

幹事報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◎ニコニコ委員会                                      福富 經昌 委員長 

 

・誕生日自祝                        堀部 邦夫 君 

・結婚記念日自祝                      田中 祥介 君 

・結婚記念日自祝                      藤本 和俊 君 

・結婚記念日自祝                      杉原 巨峰 君 

・無事公務退任 ご支援ありがとうございました自祝      岡本 日出士君 

・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 

・塩釜東ロータリー就航記念式典に参加して頂き 感謝 

 （大西会長をはじめ参加者の皆さんありがとうございました）  上田 正義 君 

・式典に参加して頂きありがとうございました 感謝      橋本 正幸 君 

・大西会長 有難うございました 感謝            佐藤 多加志君 

・ステキナシャチョウとてもステキでした！！ 感謝      佐藤 多加志君 

・仙台、塩釜に行って来ました 感謝             木村 克己 君 

・仙台での就航式ではお世話になりました 感謝        中野 秀一 君 

・塩釜東 R・C のみなさまに 感謝              德山 泰之 君 

 ・春の家族会欠席 お詫び                     樋口 秀和 君 

 ・春の家族会欠席 お詫び                     木田 眞敏 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     小林 誉典 君 

・春の家族会欠席 お詫び                     德山 泰之 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月の誕生日花は、母の日も近いという事もあ

り、カーネーションをメインで生けさせて頂きました。 

母の日の由来は、アメリカの少女が自分の母の

命日を「母の日」に制定する運動をした事から

始まったとされています。 

カーネーションは「純粋な愛情」また「私の愛

は生きてます」などの花言葉があります。 

インパクトのある赤い花は、シャクヤクで見た

目と違い花言葉は「内気」「はにかみ」などです。

後の枝物は、５月の梅と書いて「五月梅（さつ

きばい）」と呼びます。 

お誕生日おめでとうございます。 

5 月のお花 



 

  

 Ｉ.Ｍ第３組 ガバナー補佐 三村 雄太郎 氏 

 

５月８日（火）４回目のガバナー補佐訪問の際に

は盛大なお迎えをいただき、有り難うございました。 

クラブ協議会では、ご意見、ご要望、疑問点など

お聞かせいただきましたが、ご満足いただけるお話

も出来ず反省しております。 

貴クラブの奉仕活動に対する素早い対応、現地の

ニーズに合わせた支援活動は東日本大震災支援で

大きな成果をあげられました。 

大津波の被害に遭った塩釜市浦戸諸島への貨物フェリー船「なのはなまる」の就航

支援は現地の方々を大きく勇気付けられた事でしょう。 

また、クラブ奉仕部門では出席率が抜群に良いことです。 

昨年度のデーターですが２６６０地区８３ＲＣ中第４位でした。もちろん３組内で

はダントツの１位です。 

今年度は１００％例会が３月までに６回もあり、地区内ナンバー１、間違いなしです。 

ロータリー活動は例会出席が根本で、会員の義務でもあり大きな権利です。 

知識を得、絆を深め、友情を培う素晴らしい時間であります。 

ロータリー精神に基づく卓越した諸活動に深甚なる敬意と感謝を申し上げ、貴クラ

ブの益々のご発展と会員みなさまのご健康ご多幸お祈りいたします。 

一年間のご支援ご協力まことに有り難うございました。 

 

 

「クラブ協議会」にて 

 

Ｉ.Ｍ第３組 ガバナー補佐エレクト 樋口 秀和 氏 

 

ガバナー補佐エレクトの樋口秀和でございます。 

髙島ガバナーエレクトは、次年度の当地区の強調事項の中で公共イメージと認知度

の向上及び職業奉仕の充実を揚げられ、行動を主体とした奉仕の推進をして、イメー

ジとブランドの認知度の向上を図るとされています。 

クラブ奉仕部門の活動は、クラブ会員の職業奉仕活動が充実できるようにするため

にクラブで親睦や出席に重点をおいて活動する重要な部門であります。 

先週の卓話 



クラブ奉仕部門の一委員会であります広報委員会の活動について、従前よりも積極

的に地域社会で実施した奉仕活動を地域社会に広報し、ロータリーの認知度を高めて

いくことに重点がおかれています。 

ロータリー財団についても従前のように寄付するだけでなく、財団の資金を積極的

にクラブで有効に使うように、クラブ内で奉仕プロジェクトを考え実施できるように

なります。 

Ⅰ・Ｍ３組では歴代のガバナー補佐が築いてこられた良き伝統を三村ガバナー補佐

から指導を受けております。 

次年度の重責を果たしていくように努力しますので会員のみなさまのご協力、ご支

援をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

悪沢岳 ：  標高 3141m                 百名山 85／100 

 

荒川岳（あらかわだけ）は南アルプス国立

公園内の赤石山脈（南アルプス）中央部に

ある前岳、中岳、悪沢岳（東岳）の 3つの

山の総称である。 

荒川岳は別名荒川三山とも呼ばれる、いく

つかのピークの集合体である。「三山」と

呼ぶ場合は以下の 3つを指す。 

中岳と千枚岳には三角点があり、その最高

峰は悪沢岳である。 

三山のうち中岳と前岳は距離が 300 mと近

接し、最低鞍部との標高差も 20 から 30 m ほどしかない。この二山と悪沢岳は距離も 1 km ほ

ど離れ、最低鞍部との標高差も 180から 240 mほどあるが、三山全体と、南北に連なる赤石岳・

小河内岳との間の標高差が小河内岳側で約 700 m・赤石岳側で約 380 m と大きいため、三山全

体で一つのまとまりをなした山と見ることができる。 

荒川岳一帯には氷河によって削られた地形であるカール（圏谷）が数多く見られる。上部は森

林限界のハイマツ帯で、非常に多くの高山植物が自生しライチョウの生息地となっている。カ

ールの中腹や底は、いずれも大規模な高山植物のお花畑となっており、特に中岳、前岳から荒

川小屋に下る斜面では、規模の大きなお花畑の真ん中を登山道が通っているため、盛夏には花

のじゅうたんに囲まれながらの登山を楽しむことができる。 



 

 

赤石岳 ：  標高 3120.06m                百名山 86／100 

 

赤石岳（あかいしだけ）は赤石山脈の長野県

と静岡県にまたがる標高 3,120m の山である。

南アルプス国立公園内にあり、日本百名山及

び新日本百名山に選定されている。 

北岳・間ノ岳・悪沢岳に次いで、南アルプス

で 4番目の高さである。山頂には一等三角点

が設置されており、一等三角点としては最高

所のものとなっている。山頂直下の南に赤石

岳避難小屋があり、約 700m 北に小赤石岳の

ピークがある。 

稜線の東側斜面にはいくつかの圏谷が見られ、これは日本国内では最南端の氷河の痕跡である。

また、小赤石岳から赤石岳山頂にかけては森林限界のハイマツ帯で、多くの高山植物のお花畑

が広がっていて、ライチョウの生息地となっている。 

 

 

 

 

聖岳 ：  標高 3013m                百名山 87／100 

 

聖岳（ひじりだけ）は、赤石山脈（南アルプ

ス）南部の静岡市葵区と長野県飯田市の境界

に位置する標高 3,013 mの山である。日本百

名山に選定されている。 

南アルプス国立公園内にあり、主峰は標高

3,013 mの聖岳（前聖岳と表記される場合が

ある。）で、その東側約 500 m の地点に奥聖

岳 、南側約 800mの地点に小聖岳を従えてい

る。南アルプス中で最南端の 3,000 m峰であ

る。なお、富士山が日本で最南端の 3,000m

峰である。山頂周辺とその南側の標高 2,300m ほどに位置する聖平に、大規模な高山植物の群

生地がある。山名は、南東を流れる聖沢が肘（ひじ）を曲げたような形で、その「ひじ折る」

や「へずり」が転化したのとされている。別名が「日知ヶ岳」（ひじりがたけ）。南面にはカー

ル地形がある。南西斜面には大規模な崩落地があり、赤色チャート（ラジオラリア盤岩）の露

出地がある。 

 


