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第 1982回例会  平成 27年 9月 14日（月曜日）第 9号  

 

本日の例会 ９月１４日（月） 第２例会 

◎移動例会   17：00～ 

◎マット・マートン選手チャリティーイベント 

        18：00：受付・開場 

        18：30：開催 

◎会場   シェラトン都ホテル大阪 ４階「大和の間」 

次回の例会 ９月２８日（月） 第３例会 

◎卓 話 『  未 定   』 

担当：金子 勝信会員 

◎本日の献立 フランス料理 

前回の例会 ９月７日（月） 第１例会 

  

東大阪中央ＲＣ会長挨拶    会長 三木 武志       

本日は梅澤ガバナー補佐。林ガバナー補佐エレクトに

ご臨席頂いております。お忙しい中、ありがとうござい

ます。 

来週はいよいよマット・マートン選手をお迎えしての

私たちのクラブとしては大イベントになるナイロビのシ

ープケア学校への給食支援プロジェクトをするためのチ

ャリティイベントが開催されます。 

東輪会をはじめ他クラブ、友人、親戚、いろいろな方

にお声掛け頂いていると思います。今回の私たちのイベ

ントの成功がクラブの今後のボランティア活動、しいて

は東輪会全体のボランティアに発展していけるように頑

張って行きたいと思います。 

しかしながら若干クラブ内にも温度差が見受けられま

す。クラブが一丸となって動員をして成功出来ます様に

宜しくご協力お願い致します。 

何よりもナイロビの小学校の皆さんに喜んでもらうため

に頑張りましょう。 

 

出 席 報 告             委員長 

本日の会員数 ２４名 

本日の出席者数 １８名 

本日の出席規定適用免除会員  ９名 

本日の出席率 ８５．７２％ 

７月２７日の修正出席率 ９０．４８％ 

 

幹 事 報 告         幹事 佐藤三千秋 

1. 本日、例会終了後、第３回クラブ協議会を５階「コ

スモスの間」にて開催致します。梅澤ガバナー補佐、

林ガバナー補佐エレクトにはご臨席、宜しくお願い

致します。 

2. 引き続きまして、第３回定例理事役員会を開催致し

ますので、理事役員の皆様には宜しくお願い致しま

す。 

3. 本日、１０月１日（木）東輪会合同例会のプログラ

ムをポストに配布しております。今年度は東大阪み

どりＲＣがホストですので、森ノ宮「ＫＫＲホテル」

にての開催となります。先週の回覧では、開催場所

を間違って居りましたのでご確認を宜しくお願い致

します。 

4. 次週はマット・マートン選手チャリティーイベント

開催でございます。 

イベント開催前、午後５時より移動例会を同じ会場

「大和の間」で行いますので、お時間の確認をよろ

しくお願い致します。 
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また、9 月 12 日までは参加者の追加も可能で御座い

ます。イベントの成功に向けまして、会員各位には

重ねてご協力をお願い致します。ご友人方に、説明

用の案内状を受付に置いてありますのでご活用下さ

い。 

 

青少年交換留学生      セリア・ベンソーシン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱報告          長堀 副ＳＡＡ 

三木会長 梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレク

トをお迎えして。 

佐藤幹事 梅澤様並びに林様、クラブ協議会を 1 週間

早めるご無理を申し上げました。本日宜し

くお願い致します。 

瀧田会員 セリアちゃん、いらっしゃい。日本を思い

っきり楽しんで下さい。梅澤様、林様、今

日は御苦労様です。クラブ協議会で大変で

すが宜しくお願いします。 

藤原会員 満 72 才になりました。両親の寿命をクリア

しました。瀧田さん、渡辺さんを目指して

頑張ります。 

百済会員 Welcome Celia 

岩﨑会員 梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレク

トご出席有難うございます。クラブ協議会、

宜しくお願い致します。 

小川会員 ようこそ、セリアさん。日本を楽しんで下

さい！ 

金子会員 会員の皆様、今後ともセリアを宜しくお願

いします。 

佐井会員 皆様のお蔭で 8 月 31 日に台湾大統領から、

最高名誉職を頂きました。また、南アフリ

カの旅行無事に帰りました。 

９月のお祝い 

〇入会記念日 瀧田会員 

〇会員誕生日 林 近藤 藤原 佐藤（各会員） 

〇夫人誕生日 中村 真理様  

〇結婚記念日 細川会員 

〇創業記念日 瀧田会員 

〇８月の内祝いニコニコ 累計 245,000 円 

〇８月のニコニコ箱  71,100 円 累計  412,100 円 

 

卓 話            佐井 義昌会員 

『 世界遺産の富士登山へ 』 

若いころから登りたいと思っていた富士山に 74 歳に

もなってチャレンジしてきました。 

おもえば、富士山に登ってみたいという私の言葉を聞い

て、長男長女が計画をたててくれ、さらに、こんな私を

心配して同行にくわわってくれたのが、妻。 

2013 年に世界遺産となった富士登山の思い出を皆さ

んにお話ししたいと思います。 

長男が私の年齢を考慮し、前日は高山病対策として、海

抜 830ｍである河口湖のホテルをとってくれました。持

ってきていたお菓子の袋はすでに気圧でパンパンにな

っていました。 

翌日は、長年登ってみたいと思っていた富士山にとう

とう登れるので、富士山五合目に向うバスの中で、その

わくわくがとまりません。富士スバルライン五合目の標

高は 2305ｍあります。あたりは登山者と観光客でごった

がえしていました。気温はさほど暑くなく、すごしやす

かったです。出発の時刻は午前１０時４５分です。登山

口で、任意でありますが、「富士山保全協力金」いわゆ

る入山料千円を４人分支払いました。 

富士登山のルートは全部で 4 ルートあります。そのな

かから、私たちは吉田口ルートを使って登ります。吉田

口ルートは山頂まで約 7ｋｍ。事前の下調べで、高山病

対策として、呼吸が重要ということを学んでいたので、

息を吐ききり、空気をより多く吸い込むような呼吸を続

けながら、ゆっくり進みます。でも、勇み足もあり、と

きおり速度がはやくなったりもしました。 

歩いていくと、目の前に霧が。と思ったら、実は雲。雲

の中はひんやりと涼しかったです。 

1 回目の休憩は六合目あたり。トイレを使用するのに、

チップというか使用料が 200 円いります。けっして、お

せじにもきれいなトイレとは言えませんが、聞くところ

によると、これでもだいぶ使用しやすく、きれいになっ

たようです。 
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水分補給もしっかりとって、出発。ここから、少し景

色が変わります。傾斜が急になっていき、あたり一面の

雲海も望めます。この日の天候には恵まれました。話に

聞いていたより日差しはきつくなく、サングラスもいら

ないぐらい、ほとんど雲の中を歩いて行きました。たま

に日が照ることもあり、暑いなと思っても、すぐまた雲

の中を歩くといった感じです。 

休憩のたびにしっかり水分をとり、持ってきていたカ

ロリーメイトやソイジョイやエナジーチャージなどの

行動食を食べました。普段、こういうものを口にしたこ

とがなかったのですが、なかには硬いものもあり、あま

りおいしいものではなかったです。 

周りの景色はほんとうに、絶景でした。下界からは望め

ない美しさ、神々しさがありました。 

山の景色を堪能できるのも、はじめのうちだけ。実はこ

の富士登山に挑戦するために、この一年、金剛山などほ

かの山にも登って練習してきました。が、さすが日本一

の富士山。なかなか前に進ませてくれません。疲労感は

たまる一方です。 

もちろん、疲れているのは私だけではありません。家族

みんな慣れない山歩きでヘトヘトです。なかでも、妻の

疲労は大きく、歩く気力を失いつつありました。どうし

ようかと悩みましたが、長男が当たり前のように妻の荷

物を持ちました。特に優しい言葉がかわされた訳ではあ

りませんが、そこから先、妻は一歩でも前に進むよう、

必死に上を目指して頑張って歩いていました。少しずつ

少しずつ、こどもたちに励まされながら、休みをとりな

がら、進みます。 

途中、ストックも使えない岩場が出てきて、両手を使い、

這いながら、掛ける足を間違えると滑り落ちそうな中、

登っていきます。七合目について一息いれていたら、急

に冷えだしてきたので、カッパをはおり、防寒します。

でも、登りだすと、また暑くなります。休憩の度に、カ

ッパのファスナーをあげたりさげたりして体温管理を

します。 

五合目から出発して、５時間半ほどかかって、ようや

く八合目トモエ館に到着しました。到着した時刻は午後

５時半ごろです。やっと到着した山小屋の寝床は高さ 1

メートル、横３メートルあるかないかの小部屋とも呼 

べない、ほんとに小さなスペースに薄っぺらい布団がし

いてあり、小さな枕も置いてありました。「こんな狭い

所で４人が寝なきゃいけないんだな」そんな思いで妻と

顔を見合せます。 

４人の荷物を壁にかけると、ゆっくりしている間もな

く、名前を呼ばれ、食事の時間となります。この山小屋

の宿泊者へ提供される食事は、基本的に全員カレーです

が、追加で他のメニューを頼んだりできます。 

さっそく、カレーをいただきましたが、休憩時に食べた

行動食のせいか、あまりお腹がすいていませんでした。

寝床につきますが、お腹の調子がよくありません。はじ

めは山小屋で食べたカレーがよくなかったのかと思い

ましたが、よくよく考えると食べなれない行動食で消化

不良をおこしているようでした。何度もトイレに行った

のですが、行くたびに山の天候が変わっていました。曇

っていたり、雨が降ったり、強い風が吹いたり、雷さえ

鳴ってたときもありました。横になって休憩はできまし

たが、寝つけることはほとんどありませんでした。とに

かく外は寒く、ダウンジャケットの上にカッパをはおる

といった防寒と雨対策の格好に、ヘッドライトをつけ

て、午前１時４５分に頂上を目指して出発します。あま

りの寒さと霧雨に出発前から、不安でいっぱいでした。 

でも、その他大勢の登山者がだんだんと頂上目指して登

っていくのをみて、今一度、自分を奮起させ、また、こ

どもたちの励ましも受け、登ります。妻も今度は自分で

荷物を背負い、長女に手を引かれながら、疲れ切った体

と足に鞭打つような面持ちで、富士山を登っていまし

た。 

頂上に近づくほど、大変混雑しているので、なかなか前

に進めないことも。また、休憩するにも、道幅が狭く、

場所を選んで、休み休み霧雨の中、登ります。 

一歩一歩進み、ようやく、というかとうとう頂上へ。時

刻にして午前３時３０分ごろ。 

こどもたちに本当によく頑張ったといわれて、感無量に

なりました。この時には霧雨は小雨に変わっていました

が、ご来光の時間にはきっと晴れ間がくると願っていま

した。 

この日のご来光を望める時刻は午前４時５０分ごろ。

それまで、時間があります。 

7００円のカップラーメンを食べましたが、お腹の具合

が良くなかったので、あまり食べれませんでした。しか

も、外は大雨が降ったり、暴風だったりとご来光の時間

がせまるほど、悪天候になっていきます。 

また、寒さも半端ではなく、温かいものを食べたばかり

なのに、体中冷えて、震えだしてきます。なので、お店

には雨宿りする登山者がいっぱいになっていました。 

山頂の天候は、ますます荒れ模様で、顔に当れば痛いほ

どの暴雨と、たまに来る飛ばされるような暴風、そのう

え雷。視界は５メートル先も見えません。非常に残念な

がらご来光を拝むことは叶わず、お鉢めぐりも計画して

いましたが、それどころではなく、下山することに。こ

どもたちが下山道を探している間、私と妻はお店で雨宿

りします。トイレも雨宿りの登山者でいっぱいでした。

お店側も雨宿りする人ばかりでは、商売の邪魔になるの

で、強制的に悪天候の中、雨宿り組は外に出されます。

私と妻もそうでした。幸い、ちょうど、こどもたちが、

下山道を見つけて戻ってきたので、そのまま、下山道へ

向います。その前に、最悪な天候の中、靴ひもを下山用

に結びなおさなくてはなりません。これをしておかない

と、急傾斜の砂利道に爪がやられてしまうからです。雨

と泥でしめった靴ひもでどうにかして、足首のあたりを

しっかり固定したいのですが、寒さでかじかむ手では早

く締めなおすことができません。全身びしょびしょに濡
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れながらなんとか締めなおし、ストックも同様、下山用

の高さに調節しました。時刻にして、午前５時１０分ご

ろのことです。 

下山も吉田口ルートを下ります。灰と砂利のまざった

傾斜面がひたすら続きます。よくすべるし、湿って比重

が重いはずの砂利も暴風のため巻きあげられ、顔に当っ

てきます。ただでさえ、薄い酸素のため体力を消耗しや

すいというのに、強い雨と暴風、たまに遠くで雷がなる

という、恐怖感のなか、ひたすらすべりながら、おりて

いきます。 

山頂から離れて行くほど、雷は遠のき、雨も山頂に比

べて、大雨と小雨が交互に降るといった状況になり、や

っと休憩をとれることに。ただ、全身冷えていますので、

長く休憩はできず、すぐおりて行かなければなりませ

ん。八合目の山小屋でトイレ休憩を少しながくとること

ができ、体や足を休めることができました。でも、長居

は禁物です。再び、湿った砂利道を進みます。途中、急

に腰に痛みがきてしまいましたが、長男が用意してくれ

たコルセットを装着して、再びおりていきます。登りよ

りは楽かと思いましたが、おもいのほか、膝にきます。

膝にはサポーターを装着していましたが、してなければ

もっと、膝に負担があったことでしょう。五合目には午

前９時２０分ごろに到着しました。もう足元は泥まみ

れ、寒さこそはなくなりましたが、全身と荷物は砂だら

け。でも、ようやくたどり着いて安堵感もひとしおでし

た。 

今回の富士登山、自分が思い描いていた富士山とは違い

ましたが、普段では味わうことのない経験と感動、達成

感等々、たくさんのものを得たと思います。また、誰一

人ねんざなどけがの一つもなく無事登頂し、下山できた

ことは喜ばしいことです。 

この経験は一生忘れられない思い出となりました。特

に、この富士登山を計画し、私たち夫婦を登頂から下山

まで、ずっと励まして支えてくれたこどもたちに、本当

にありがとうと感謝の気持ちでいっぱいです。 

私は登頂したものの、ご来光を望むことはできませんで

したが、みなさんも機会があればぜひ、世界遺産富士山

に挑戦してみてください。 

 

2015～2016 年度 第 3回定例理事役員会議事録 

日 時 平成 27 年 9 月 7 日(月)クラブ協議会終了後 

場 所 シェラトン都ホテル 5 階 コスモスの間 

出席理事  

三木武志、小川高弘、百済洋一、佐藤三千秋、中村 徹 

岩橋竜介、瀧田浩彦、浅野光男、岩﨑史郎、金子勝信、 

佐井義昌、長堀哲矢（欠）         計 11 名 

 

議 題  

１、ライラ登録の件  

18,000 円（6,000×3 名）     承認 

２、地区大会登録の件 

     120,000 円（5,000×24 名）     承認 

３、東輪会合同例会の件 

  人頭分担金 72,000 円（3,000×24 名） 

  登録料  

45,000 円（3,000×15 名：出席免除会員を除く） 

  ひらおか薪能 10,000円  

         計 127,000 円        承認 

４、秋の家族会の件            継続審議 

５、セリアさんの携帯代について 

          月 5,000 円をクラブ負担とする 

 

６、マートンチャリティーの件 

【9 月 14 日（月）  

マット・マートン選手チャリティーイベントの打合せ】 

１）参加者数の現状  

２）オークショングッズの購入（金子会員に一任） 

  マートン選手入場曲・色紙・リストバンド（岩橋会

員用意） 

サイン用マーカー 太字・細字・白（事務局購入） 

３）役員の担当 

司    会：岩橋会員 

オークション：金子会員 

集    金：中村会員・百済会員 

写  真  班：中村会員・岩橋会員スタッフさん・ 

事務局 

受    付：事務局（脇門・野原(みどり RC)・ 

大野(東大阪 RC) 

写 真  現 像：事務局（カメラ・プリンター用意） 

理事は全員で対応 

 

４）募金箱の設置方法 

マートン氏周り・出口等に５ヶ位（脇門準備） 

５）マートンご夫妻、トンプソンさんへのお礼の記念品

(金子会員・事務局購入) 

  マートン氏に日本刀レプリカ（贈呈者：三木会長） 

夫人にお花（贈呈者：セリアさん、金子夏美ちゃん） 

６）席割りについて 

  前日にはグループごとに大まかに指定 

（あとは臨機応変） 

７）垂れ幕について 

『第２回ケニア・シープケア学校給食支援  

阪神タイガース マット・マートン選手チャリティーイベント  

        主催 東大阪中央ロータリークラブ』 

８）パソコン・パワーポイント（JIFH 西村さん） 

９）ピアノ・ソングさんの有無        無し 

 

【ホテルと打合せ事項】 

10）料理の内容・数量    中華・洋食  

ステージ設置場所  正面に 2.4ｍ×4.8ｍ 

プロジェクター・CD デッキ 

11）その他 
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