
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （6 月 12 日） 

次週の予定  （6 月 19 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（6月 5日分） 

会員数  45名 出席数 35名 欠席者 1名 

特定免除 7名 その他免除  1名 

出席率 94.59％ 

 

前々回 5月 22日分 

ホームクラブの出席者 36名   94.73％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  6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 

「君が代」「奉仕の理想 」「 四つのテスト体操 」 

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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「 今年度の実績報告と反省 」 

各委員長・会計・ＳＡＡ 

 

 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

「今年度の実績報告と反省」 

各委員長 

 

誕生日   自祝             西條 義昭 君 

誕生日   自祝             松原 清一 君 

誕生日   自祝             杉原 巨峰 君 

結婚記念日 自祝             清水  修 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 

佐藤さん、橋本さん お気遣いありがとう 感謝 

                     谷中 清孝 君  

皆様のご厚志に感謝            福富 經昌 君 

米山奨学生付翠紅（フスイコウ）さんと、ピューピュートゥエさんと 

 食事をしてきました。田川会員ありがとうございました 感謝 

                           杉原 巨峰 君 

インターアクト中野委員長おつかれさまでした  佐藤 多加志君 

インターアクト「新入生歓迎会」に参加してきました 

 中野委員長、おつかれさまでした     感謝 木村 克己 君 

インターアクトクラブ新入生歓迎会無事終了  

 ありがとうございました 感謝      中野 秀一 君 

春の家族会欠席 お詫び          清水  修 君 

早退 お詫び               中原  毅 君 

新旧合同理事会欠席 お詫び        中嶋 啓文 君 

 

   

   



 

 

 

 

この１週間に円安、東証指数バブル後最安値、

内閣改造、大飯原発再稼働問題、消費税問題な

ど日本を取り巻く大きな出来事がなどありまし

た。昨夜は５月の金環日食に続き部分月食でし

た。月食は月が地球の陰に隠れる現象で、昨夜

の午後８時３分に最大４割欠けて見えました。

西日本と北海道西北部は月食が始まった状態で

月が昇り、それ以外の地域では月が出てから間

もなく月が欠け始めた。月食は９時７分に終わ

りました。明日６日の朝から昼過ぎにかけては金星が太陽の手前を横切る珍しい天

体ショーがあります。この「金星の太陽面通過」が次に見られるのは１０５年後で

す。太陽の表面を金星が黒い点のように通過する、この天体ショーを見る時も安全

な観測を呼びかけています。  

２９日の例会後守口のホテルで本年最後の幹事会があり私も出席しました。勿論、上

田幹事、樋口ガバナー補佐も出席しました。三村ガバナー補佐の最後の会議でした。各

クラブからこの１年の報告がありました。震災の義援、各事業、クラブの現況報告等あ

りました。どのクラブも悩みは同じで、特に守口クラブは熊沢パストガバナーを含む３

名の会員が亡くなられ会員拡大が他のクラブ同様に急務であると報告がありました。 

３０日には桐蔭高校野球部が春の全国選抜野球大会での優勝し、その祝勝会が桐

蔭高校で行われ、大東クラブも祝う会発起人の一員として出席してまいりました。

藤浪投手はテレビで見るより肩幅が広く筋肉質の均整のとれた長身でした。仲谷監

督も水本主将も春夏連覇を力強く約束されていました。春の近畿大会も奈良智弁学

園を４対０で破り優勝し、連勝が続いています。後一月で夏の大阪予選が始まりま

す。濃紺の優勝旗、深紅の優勝旗が二本揃いますことをお願いします。 

３日には地区インターアクトの新入生歓迎会が舞洲でありました。クラブからも

多数応援に行って頂きました。来季は中野会員が地区インターアクト委員長として

出向してくれます。樋口ガバナー補佐同様クラブ上げて応援していきます。宜しく

お願いします。 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



                           上田 正義 幹事 

 

決議事項 

 

(1) 2012～2013年度委員会構成について ・・・ 承認 

(2) 次年度プログラムについて ・・・ 承認 

(3) 今年度幹事より次年度幹事へ印鑑と事務局・ 

倉庫のスペアキーの引継ぎについて・・・ 引継ぎました 

(4) 北本良弘会員退会について ・・・ 承認 

(5) ４５周年記念委員会構成について・・・ 承認 

(6) その他 

 

 

 

 

 

 

◎インターアクト委員会                 中野 秀一委員長 

                        次年度 東村 正剛委員長 

 

６月５日（火）午前７時４０分～８時３０分、桐蔭中・高校生のインターアクトの

部員の皆さんと、中野インターアクト委員長、次年度東村インターアクト委員長も参

加にて学校周辺の清掃活動を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

理事会報告 



今月の誕生日花は、6 月ということで梅雨の季節になっ

てまいります。梅雨といえばアジサイ・・・本日はアジ

サイでアレンジ致しました。開花から満開までに色の変

化が見られることから別名「七変化」とも呼ばれ、花言

葉も「移り気」「あなたは冷たい」「無情」とあります。 

＜1 ポイントアドバイス＞ 

アジサイは、花ビンに生ける際、茎末を 5～7cm 程カッ

ターなどで 2 等分し、片方を落とし残った方の茎に付着

した白い綿を削り落として、更にガスで炙（あぶ）って

みて下さい。そうすると花持ちが良くなります。 

 

毎年土用丑の日にアジサイをドライフラワーにして半

紙に包み、紅白の紐で結んで吊るして飾っておくと 1 年

間お金に困らないとのことでしたみなさまも、試してみ

てはいかがでしょうか。 

 

お誕生日おめでとうございます。 

 

＜鉢・地植えの場合＞ 

 

《インターアクトクラブ例会》 

 

 

日 時：２０１2 年７月 9 日（月） 午後５時～ 

場 所：大阪桐蔭本館（外環西側） １階 会議室  

集 合：午後 4 時４０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   桃色系  青色系 

土 壌  アルカリ性  酸 性 

肥 料 
石灰、チッ素、 

リン酸多め 
カリ多め 

6 月のお花 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎6 月 5 日（火）例会後、第 1 回「大東 RC45 周年」実行委員会が開催されました。 

 

第 2回 「大東ＲＣ４５周年」実行委員会のお知らせ 

 

日  時 ： ２０１２年 7月 31日（火）例会終了後～ 

場  所： 市民会館 ４階 大会議室（例会場） 

 

＊副委員長までのご出席をお願い致します。 

 

  



 

 

「日本刀、竹刀の魅力」 

 

 

                            加藤 敏明 会員 

 

皆様、こんにちは。 

今年も季節の動きは早く、遅咲きながら、桜も見

事に開花しました。 

昨年は、東日本大震災で花見の自粛の年で、ロー

タリー活動も振るわずに、暗い年でした。震災の復

興も思うに任せず国際経済の動き、政治の混迷など

が目立つ中、各地でやっと頑張ろうとの意気が感じ

られるようになっています。 

さて、本日の卓話は「日本刀と竹刀の魅力につい

て」お話しと DVDを見てもらいます。 

私たち日本人の心を捉えて離さない日本刀には、独特の魅力や文化が秘められてい

ます。日本刀は機能を追及し、一切の無駄を省いた姿・形を感じる方は多いと思いま

す。その製作された歴史の中でそれぞれの必要性に応じて生まれてきました。研ぎ澄

まされた地金の肌や刃文に美を見出し、その魅力に引きつけられる方も多いことでし

ょう。地金の美しさは和鉄を何度も折り返し、鍛錬し、強靭な地金を作ることによっ

てもたらされる肌目。その肌目は非常に繊細で美しさを教えてくれます。 

日本刀の特徴は、反りの付いた太刀であります。その反りの付いた刃は平安時代中

期以降からです。それ以前は、反りのない直刃が使われていました。直刃は斬ること

よりも突くことにその用法に特色があり、次の時代に出現した反りのある太刀は斬る

ことを主目的としてきました。 

また、日本刀の製作は、大和国、備前国、山城国、相模国、美濃国の 5か国が中心

として、各地に名工が輩出されました。 

刃文の文様は、製作時代の刃工の系統、特色をよく現し、透かして見ると秋の夜空

に輝く星のようにキラキラと見えることが、良い刀であると言われています。 

また、天の川を望むように見え、これが刃工の美意識の集約とも言えるものです。 

先週の卓話 



 
剣山 ： 標高 1955m                  百名山 93／100 
 
 
剣山（つるぎさん）は、四国に位置する標

高 1,955mの山で、近畿以西の西日本および四

国第二の高峰であり、徳島県の最高峰である。

徳島県三好市東祖谷、美馬市木屋平、那賀郡

那賀町木沢の間に位置する。日本百名山の一

つ。別名太郎笈（たろうぎゅう）と呼ばれ、

南西側の次郎笈と対峙する。 

一帯は剣山国定公園に指定されている。山

頂付近の「剣山御神水」は環境省選定名水百

選 - 名水百選 - 環境省に選定されている。ま

た山麓には林野庁選定水源の森百選の「剣山

水源の森」。 

剣山山系は徳島県観光協会・徳島新聞社選定とくしま 88景にも選定されている。 

登山口から登山道の中央付近までは登山リフトも設置されており、日本百名山の中でも、山頂直下

までロープウェイが通じている筑波山や、山頂付近までドライブウェイが通じている伊吹山や大台ヶ

原山と並び、最も登りやすい山のひとつである。また、剣山山頂からの眺めは非常に素晴らしく、高

原のように広いため、シーズンを通して登山客が多い。ただ、その裏腹に、登山道や山頂でのゴミの

ポイ捨てなどの一部登山客のモラルの問題、アクセス道路（国道 438 号・国道 439 号）の整備など、

改善すべき課題がある。 

山頂は「平家の馬場」と呼ばれ、ミヤマクマザサを中心とする平坦な草原となっており独特の風景

を作っているが、平坦であるために登山者に踏み荒らされ裸地化が著しかった。そのため 1974 年に

はロープで登山道以外を立ち入り禁止にする措置を取ったが、1993年からは木道を設置する工事が進

められ、2004 年に山頂三角点周辺の登山道が木道化したことにより、「平家の馬場」の登山道は、ほ

ぼ全てが木道になった。山頂には一等三角点「剣山」1954.65mが設置されている。 

修験道の山としても古くから知られ、山頂近くには「行場」と呼ばれる修行用の難所がある。信仰

の山で、剣神社、大剣神社、龍光寺、円福寺などがある。 

多くの花が咲くことでも知られているが、宮尾登美子の「天涯の花」の影響で、近年はキレンゲシ

ョウマの人気が高まっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



石鎚山 ： 標高 1982m                  百名山 94／100 
 
 
石鎚山（いしづちさん、いしづちやま）は、四

国山地西部に位置する標高 1,982mの山で、近畿以

西の西日本最高峰である。愛媛県西条市と久万高

原町の境界に位置する。 

石鉄山、石鞘\山、石土山、石槌山あるいは伊

予の高嶺などとも表記される。『日本霊異記』には

「石槌山」と記され、延喜式の神名帳では「石鉄

神社」と記されている。前神寺および横峰寺では

「石鞘\山（しゃくまざん）」とも呼ぶ。 

石鎚山は、山岳信仰（修験道）の山として知ら

れる。日本百名山、日本百景の一つであり、日本

七霊山のひとつとされ、霊峰石鎚山とも呼ばれる。

石鎚山脈の中心的な山であり、石鎚国定公園に指

定されている。 

正確には、最高峰に位置する天狗岳（てんぐだけ、標高 1,982m）・石鎚神社山頂社のある弥山

（みせん、標高 1,974m）・南尖峰（なんせんぽう、標高 1,982m）の一連の総体山を石鎚山と呼ぶ。 

三角点は天狗岳や弥山には設置されておらず、弥山の北西にある 1,920.63mのピークに三等三

角点「石鎚山」が設置されている。神社の敷地を避けたものと思われる。石鎚山系の一等三角点

「面河山」は南西側の二ノ森山頂（1,929.24m）に設置されている。 

第三紀の 1500 万年前ごろまで、活火山として活動しており、山体は三波川変性帯を覆う、安

山岩からなる。この安山岩は山頂の南側の面河渓谷を中心とする直径約 7km に分布しており、カ

ルデラを形成していた。ちなみに、このカルデラは日本で一般的なじょうご型カルデラではなく、

環状割れ目噴火によるバイアス式カルデラである。約 2 万年前の最終氷期にこの辺りは周氷河作

用がはたらき、岩石が砕かれ岩稜の山が形成されたと推定される。 

 

 

 

 

 

阿蘇山 ： 標高 1592m                  百名山 95／100 
 

 

阿蘇山（あそさん）は、熊本県阿蘇地方に位置

する活火山。なお「阿蘇山」は通称であり、正式

には阿蘇五岳（あそごがく）という（現噴火口の

ある山は「阿蘇中岳」）。 

世界でも有数の大型カルデラと雄大な外輪山

を持ち、「火の国」熊本県のシンボル的な存在とし

て親しまれている。火山活動が平穏な時期には火

口に近づいて見学できるが、活動が活発化したり、

有毒ガスが発生した場合は火口付近の立入りが規

制される。 

外輪山の内側を中心として阿蘇くじゅう国立

公園に指定されている。温泉や観光・レジャース

ポットが点在する有数の観光エリア。夏になると

多くのライダーがツーリングで訪れる場所である。 

2007年、日本の地質百選に「阿蘇」として選定された。 


