
[ロータリーは家族」第１号 

 

第２０１０年７月７日（水）くずはゴルフ場 

♪今日の歌「奉仕の理想」♪ 

 

 先輩が萬有製薬のプロパーと「古事記」は、３

日やったら止められないという製薬会社を４年か

かって退社し、営業成績が良かった為（これは本

当） 

６か月程送別ゴルフで退社が遅れ、昭和４８年に

父親が経営する(株)岩本商店に入社。 

 父親の二兎を追う者は、一兎も得ずと反対され

ながら昭和６３年に一店舗目の調剤薬局を設立。

今は数店の調剤薬局が本業になりました。 

酒匠の免許も遊んだまま、知識は頭に入っており

純米酒を飲もう、純米吟醸を飲もうと、のたまって

いるが最近は２合も飲むともうべれべれである。 

誰か言ってた。「酒と女はにごうまで」女人は妻一

人で充分である。 

 今後とも、楽しいロータリーライフを送りたいも

のであります。 

        岩本昌治    職業分類 薬剤師 

奉仕の理想に 集いし友よ 

 御国に捧げん 我等の業 

望むは世界の 久遠の平和 

 めぐる歯車 いや輝きて 

  永久に栄えよ 我等のロータリー 

 

「くずはロータリークラブ会員による…私の履歴書」 
 このコーナーは他の会員に対して自分をアピールする場と考えています。 

「私はこんな人間」「ロータリーでの忘れられない思い出」などなんでもOK。 
 

 

      記念すべき 第1回目は  

 

          岩本昌治 会長 

この写真は― 

私が肌身離さず持ち

歩いている大切な写

真です！ 

  (左から）和恵さん、昌英さん、紀恵さん、奥さまの文恵さん  30年ほど前に伏見の桃山御陵にて撮影 
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 駕田前会長をはじめ前理事・役員の皆様、一年間大変御苦労様でございました。７月か

らは皆様のかわりに私達理事・役員が、このくずはロータリークラブの運営に責任を持って

支え合って行く決意です。今後ともよろしく御指導下さい。 

 私は入会２０年になります。２０年前のロータリーと今のロータリーでは、随分様変わりし

ています。昔の少し堅苦しいのが懐かしかったり、今の様なフランクな感じのクラブもまん

ざらではないのですが。自分自身が感じることは、ロータリーライフが楽しくなくなった様な

気がします。これを自分なりに分析してみると、お互いを尊敬しなくなった事があるのではないでしょうか。気にか

ける人、心を配る人がいなくなったのではないでしょうか。人に気にかけてもらうのはやはり嬉しいですよね。楽し

いか、楽しくないかは個人差がありますが、この１年間私自身を楽しくする様このクラブを盛り上げて行きたいと

思います。 

 それとロータリーは家族の協力というより、家族と一緒に一人ではできない事を皆の力を合わせて奉仕活動を

出来る幸せを感じようではありませんか。(人生最後の奉仕クラブでもあるのですから。)個人的には私は家族に

支えられて今迄ロータリー生活を過ごして来ました。又、「クラブメンバーは家族と同じである」という言葉だけが

走るのではなく、この絆を築いて行こうではありませんか。 

 ２０年前に当クラブに入会させてもらう時に、今は亡き金銅さんに「ロータリーは最後の奉仕活動のクラブであ

る。心してかかって来なさい。クラブを辞める時は本当に自分の経済が突然理不尽な事でだめになるか、身体

に変調をきたし亡くなった時が退会である。」と教えてもらいました。当クラブは会長をされた方が次々と退会され

ます。個人にも問題はあるでしょうが、当クラブにも問題があるのではないでしょうか。正面からその問題に向き

合っていきませんか。その為には各個人の家族に対する愛情をもう一度見つめなおし、家族でロータリーの事を

考える事がこのクラブの第一歩となる様な気がします(原点に帰ろう)。そして又、会員同士が尊敬し合い、思いあ

う事が今一度大切な気が致します。 

 ロータリーは家族です。サブタイトル、「内なる力を高めよう」の合言葉のもとにこの一年間奉仕活動を行いたい

と思います。 

 クラブメンバーの皆様のご協力をせつにお願い致します。力を合わせて楽しいクラブライフを送ろうではありま

せんか。ノブレス・オブリージュ(高貴な人の奉仕)最近読んだ福田和也氏の本のワンセンテンスです。 

 

 

【就任のご挨拶     岩本 昌治  会長 】 

 

第1730回例会プログラム 

                                     司会 山口(彰)SAA 

●12:45 開会の点鐘            岩本会長 

●友情と親睦の握手             全会員 

●国歌斉唱                                      〃 

●ロータリーソング [奉仕の理想」      〃                        

●お客様紹介                 親睦委員       

●会長の時間                 岩本会長      

●幹事報告                   山口(尚)幹事 

●委員会報告 

  ・出席状況報告                             林（克）委員長 

●新役員の挨拶           岩本会長、高島副会長、山口(尚)幹事、山口(彰)ＳＡＡ      

●その他 ・ニコニコＢＯＸ報告      山口(彰)SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘           岩本会長       

●本日の会合 
 ＜第1回定例理事会およびクラブ協議会＞ 
 岩本、高島、山口(尚)、山口（伊）、小西、山口（彰）、初木、北村、岡山、南、源本、米田 

 小林、林(克)、上野、上山、原田、國田、西田、辻村、重田、日野、川島、粟津、原、山本 



今後の予定 

7/14 

（水） 

・例会 

・理事就任挨拶（４大奉仕、CLP委員長） 

7/21 

(水) 

・移動例会 ひらかた仙亭12:30～ 

・例会 入会式 

7/24 

(土) 

・国際奉仕・WCS委員長会議 

 薬業年金会館 9:30～11:30 

7/28 

（水） 

・例会 

・2009-10年度決算・2010-11年度予算審議 

7/31 

(土) 

・青少年奉仕正副委員長会議 

 薬業年金会館 13:30～16:30 
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 本年度 岩本会長のもと 副会長としての

役割を担当させて頂く事になりました高島

です。よろしくお願いします。 

 会長から本クラブの活動基本テーマとし

て『ロータリｰは家族 内なる力を高めよう』

を掲げられたが、この基本方針を大事に

し、会長を補佐してまいります。 

 また、今回私がお引き受けした副会長の

立場としまして、クラブ奉仕１０委員会の担

【 高島 叔孝 副会長 】                       

             ７月 ～ ８月 2010 

月 火 水 木 金 土 日 

7/5 6 ７ 8 9 10 11 

       

12 13 14 15 16 17 18 

       

19 20 21 22 23 24 25 

       

26 27 28 29 30 31 8/1 

       

移動例会(仙亭) 

理事会・クラブ協議会

例会

初例会 

例会

【 山口 尚志 幹事 】                       

 昨年度、創立３５周年という節目の年を無

事に終え、新たなる一歩を踏み出します大

事な年に、ＳＡＡの大役を仰せつかりまし

て、誠に身の引き締まる思いでございます。 

 例会運営につきましては、「ロータリーは

家族」のスローガンのもと、会員同志が少し

でもふれ合える場面を作れるように配慮し、

 この度、幹事の大役を仰せつかり身が

引き締まる思いです。歴代幹事の皆様のご

功績に恥じることのないよう努めて参ります。

また、岩本会長をはじめとする理事役員の

皆様、会員の皆様のご指導をいただきなが

ら努力研鑽に励む次第です。会長方針の

「ロータリーは家族／内なる力を高めよう」の

テーマのごとく、我がクラブの３５年の歴史と

 

 

 

 

【 山口 彰夫 SAA 】                       

国際奉仕・ 

ＷＣＳ委員長会議 

青少年奉仕 

正副委員長会議 

当ということでもあり、組織の要として頑張れ

との指示を頂戴しているわけで責任の重さ

を感じているところです。今年１年、委員長

の相談相手としてまた会員各位のご意見を

拝聴しながら、事業を円滑に進め、組織の

強化を計ってまいりたいと思います。皆様の

ご協力をお願いし、就任の挨拶といたしま

す。 

 

 

 

伝統を振り返り、よりよきクラブ運営を目指

してまいります。そのために、ロータリー活

動の会員諸兄への情報公開を初めとし、

広く地域にも我がクラブの諸事業のご理解

ご支援を得るよう努力する所存でございま

す。会員の皆様のあたたかいご理解とご協

力をよろしくお願いいたします。 

 

ひとりでも多くの会員方々に出席して頂け

るように努力し、内なる力が高まるような例

会運営を目指して、１年間頑張って参りま

す。 

 最後に、何分若輩者の私ですが、会員

の皆様には１年間を通じまして、ご指導・

ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 



ニコニコ箱 合計¥123,000 累計 ¥1,567,609 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊一年間ありがとうございました            山口彰夫 

＊理事・役員の方お疲れさまでした         中野保博 

＊会長はじめ皆様方に一年間大変お世話になりました 

                               北川順清 

＊無事最終例会を終えて               足立恒雄 

＊駕田会長はじめ役員の皆様一年間ご苦労様でした 

                                                                  金森市造 

＊写真をいただいて                  平尾公介 

＊皆様ありがとうございました                          日野守之 

＊年度末を恙なく迎えた喜びに           北村  隆  

＊最終例会をむかえて                今西義人 

＊最終例会を無事迎えられた喜びに        上野  徹 

第1729回例会出席報告（6月30日） 

会員総数 出席者 出席率 

56名 37名 72.55％ 

 第1726回例会補正後出席率  80.39％ 

メーク 3名  欠席  10名  除外  5名 
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メークアップ報告     西田会員                            

 （2010年6月24日）東京タワー横にある、機械振興会館

にてねじ業界の組合集会があり、東京へ出張してきまし

た。その際、東京タワーの真横にある「東京プリンスホテ

ル」で東京芝RCの例会があり、メイクで訪問してきました。

東京という場所柄でしょうか？エレベータ横や要所に

ガードマンが配置され少し物々しい雰囲気でしたが、私

は特に止められることも無く、無事に例会場まで行けまし

た。例会自体は最終例会であったため、卓話もなく今年

度会長以下の挨拶と、次年度会長の挨拶で進行されて

いて、メイクする側としては他クラブの卓話が一つの楽し

みなので、少々残念でした。これからは出来るだけ通常

例会を狙ってメイクしたいと思います。  

○本日の配布物 

 ①ロータリーの友7月号 

 ②10-11年度週報ファイル 

 ③RI会長、ガバナー、ガバナー補佐、会長メッセージ 

 ④10-11年度委員会構成表 

 ⑤10-11年度プログラム表 

 ⑥10-11年度緊急連絡網 

 ⑦09-10年度下期ニコニコ寄付領収書 

 ⑧2010年秋のライラご案内  

○本日の回覧物 

 ①ガバナー月信7月号 

○地区行事等出席報告 

 6/30 地区研修委員会      金森 

○地区行事等出席予定  

 6/29 豊かな環境づくり大阪府民会議 初木 

 ７/17 地区合同委員会      金森、初木  

 7/24 第１回国際奉仕WCS委員長会議 初木、日野 

 7/31 クラブ青少年奉仕正副委員長会議        

報 告 事 項 2009-10年度 
○ホーム皆出席  1名   

 上野 徹会員   皆出席 10回／在籍 １１年   

○皆出席会員  ２５名 

33回皆出席 今中会員 33/36 

32回皆出席 足立会員 32/35 

30回皆出席 北村会員 30/32 

23回皆出席 平尾会員 23/23 

         南  会員 23/23 

21回皆出席 宮田会員 21/21 

1８回皆出席 原田会員 18/20 

17回皆出席 岩本会員 17/19 駕田会員 17/17 

         北川会員 17/17 高島会員 17/17 

15回皆出席 山中会員 15/15 

13回皆出席 山本会員 13/13 

12回皆出席 上山会員 12/12 

 ８回皆出席 三木会員   8/9  初木会員  8/8                  

         山口(伊)会員 8/8   川島会員 8/14 

 ７回皆出席 山口(尚)会員 7/11   

 ６回皆出席  米田会員   6/7       

 ５回皆出席 日野会員   5/5 

 ４回皆出席 源本会員   4/4 山口(彰)会員4/4 

 ３回皆出席 林（克）会員   3/3 

 １回会出席 小西会員   1/1 

 

 


