
[ロータリーは家族」第２号 

 

第２０１０年７月１４日（水）くずはゴルフ場 

♪今日の歌「四つのテスト」♪ 

 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 

「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。 
 

 

        今週は  高島 叔孝 副会長  

 父泰一郎（４１才）、母ミツエ（３３才）、息子叔孝（４才）  

 関取 照國 昭和２８年勧進元を行った（現在の相撲興行） 

 私は１９４９年７月１６日３人の姉の後、末っ子長男と

して誕生しました。まだまだ戦後の食料難が続いてい

る時でした。３才まではひ弱な栄養失調の子供で生死

をさまようこともしばしば。カルシウム、栄養剤の注射で

生き延びたと親から聴いていました。今の大きく頑強な

身体からは想像も出来ない事です。そんな私も学校に

通いだしてからは一転してたくましく成長し、中学にあ

がる頃は、身長１６０㎝、体重５５㎏ と横に転がす方が

よいといわれるまでになっていました。その後もどんど

んと大きな体になり「動く広告塔」と称されるまでになっ

ています。 

 大学卒業後、昭和４５年４月父の経営する 高島

建設㈱に入社。土木建築技術を現場で実地に学ぶか

たわら経営を学び、平成４年６月社長に就任しました。

枚方建設業協同組合理事として、地域建設会社が工 

 

 事を受注し発展出来るよう尽くしております。 

 また、校区福祉委員会会長として地域の皆様が、住んで良かっ

た校区、安心・安全のまちに出来るようにと、自治会活動では、毎

年夏祭りに企画運営からヤグラ設営まで地域の方々と力を合わせな

がら、交流を深める活動を大切にしております。枚方・交野少年補導委員連絡協議会では 会長として、地域の青少年非

行防止健全育成のため、活動をしています。この間、枚方青年会議所には３０才～４０才の間を在籍、１９８８年（３８才）には

理事長をさせていただき、近畿地区会員大会の主管理事長としてパナソニック体育館に於いて、１万人会員の前で挨拶を

した時は、足が震えたことが、今だにいい思い出とし記憶に残っております。与えられたさまざまな機会に精一杯立ち向か

えたのも、廻り人のお陰だと思っております。ＲＣに入会させて頂き、多くの方々との出会いがあり、永く続けていければと思

う次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

2010年5月5日孫の陸人(りくと)君の初節句祝い  
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 只今はロータリーソングを歌い、

一層の緊張感を覚えています。ま

た、週報には新会長とて種々持ち

上げて頂き、表紙に家族の写真を

掲載して下さるなど嬉しさ一杯で

す。 

 次に今年度は会長の時間にお話を申し上げる事は遠慮

させて頂きたいと思います。もちろん、お伝えしなければな

らない事などは、前もって週報にて申し述べたいと思って

います。これは大谷透直前ガバナーがかつて所属クラブ

での会長の時間に話す事を廃し、卓話の時間を充実させ

ることにしたと申しておられたからです。そして、毎週例会

には、国家を斉唱することとしますほか、月初にはその月

に誕生された方々に登壇いただき、出席率向上にも役立

ちますよう工夫し、清新な気持ちをもって努めていきたいと

思います。 

 

 

【 会長通信 】 

 

第173１回例会プログラム 

                                     司会 山口(彰)SAA 

●12:40 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 「四つのテスト」     〃                        

●お客様紹介                 親睦委員       

●会長の時間                 岩本会長  

●ご挨拶              枚方RC会長     澤村 繁 様                   

                    交野RC会長      西田孝司 様       

●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 

●就任挨拶                   山口(尚)幹事、山口(彰）SAA、北村理事 

                          南理事、岡山理事、初木理事、源本理事   

●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       

 

  嶋中完治会員         足立恒雄会員       中川定雄会員       今中七郎会員          北村 隆 会員 

当クラブの発展に貢献された方々へ感謝状が贈呈されました 

前年度役員の方々への記念品贈呈 

前年度ホーム皆出席 

  上野徹 会員 
米山奨学生 李君 

初例会は七夕 短冊に沢山の願い事が書かれました 
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  南  武 理事  （CLP委員長）                       

 ―協力と努力に怠りなく― 

 去る１1日、たまたま乗り合わせた近鉄奈良線において、女子高校生の携行する大きな鞄に

は「バスケット・ボール部―努力・協力・感謝」と書かれていました。私たちクラブの目的とする

ところと共通するのではないかと意を強くして別れたひと時でありました。 

 歴代の会長はじめ会員皆様がけいぞくしてこられた当クラブの伝統を顧みながら、その意

義を充分に咀嚼し、現在に相応しいものとなる様、職責を果たしていきたいと思います。 

 

 

【理事就任挨拶】 

  北村  隆 理事 （職業奉仕委員長）                       

 今年もう一期ＣＬＰを担当させていただきます。今年度の会長方針は『内なる力を高めよう』

ですが、これは「出席率を高めよう」と共通することと思っています。なぜなら「出席は力」だか

らです。 

 出席率の向上には得策が見当たらず永遠の課題となっていますが、会長は挨拶の中で 

「力を合わせて楽しいロータリーライフを送ろう」と言われています。この楽しいロータリーライ

フこそ出席率向上のすべてだと思っています。 

 今年は「楽しいロータリーとは」を課題として種々検討提案して参りますので、何卒ご協力

の程よろしくお願いします。 

 

  源本 将人 理事 （青少年奉仕委員長）                       

 本年度、社会奉仕委員長を仰せつかりました岡山でございます。岩本会長の基本方針で

あります「ロータリーは家族～内なる力を高めよう～」のテーマのもとで、「会員同士が尊敬し

合い、思い合う」という人や絆の大切さを再認識し、当クラブの為、自分自身の為にも奉仕

活動を通じ、精一杯頑張っていく所存でございます。 

 今年一年、皆様方のご支援、ご協力をお願い申し上げまして就任の挨拶とさせていただ

きます。 

 

 

  初木 賢司 理事 （国際奉仕委員長）                       

 本年度、青少年奉仕委員長という大役を仰せつかり改めて身の引き締まる思いでござい

ます。岩本会長の「ローターリーは家族 内なる力を高めよう」のスローガンのもと、未来を

担う子ども達にロータリアンだからこそできる事を率先して行い、一人でも多くの子ども達の

本当の素顔を見てみたいと思います。 

 また継続での事業であります「北河内柔道大会」「少年野球ジュニア大会」「ボーイスカウ

ト活動」「こども１１０番安全提灯」の支援を全力で行って参ります。会員皆様のご理解とご協

力、そしてご支援を頂きますこと切にお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきま

す。一年間よろしくお願い申し上げます。 

 本年度、岩本丸のもとで国際奉仕委員長という大役を仰せつかり、身の引き締まる思い

でいっぱいです。国際奉仕委員会は、ロータリークラブの４大奉仕のひとつをつかさどる大

切な委員会です。世界社会奉仕・ロータリー財団・米山奨学・青少年交換・国際平和の各

委員会をサポートすべく頑張って参りますので、何卒ご協力の程宜しく御願い申し上げま

す。 

 

 

 

  岡山 量正 理事 （社会奉仕委員長）                        



ニコニコ箱 合計 ¥90,000 累計  ¥90,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊新年度の発足にあたり                   足立恒雄 

＊一年間副会長として会長を補佐致します    高島叔孝  

＊今期一年間大きな声で歌ってまいりましょう！ 

  よろしくお願いします                川島吉博 

＊岩本会長、高島副会長、山口(尚)幹事 

  山口(彰)SAAの船出を祝して           三木 彰 

＊初例会に感激！                  日野守之 

＊新年度初例会に出席できた喜びに      田中太一朗 

＊岩本会長の船出を祝い              宮田  明 

＊今年度役員の皆様ご苦労様です。 

  会員の皆様方のご健康を念じています    今中七郎 

＊昨年度に感謝、今年度の始まりにお祝いして 北川順清 

＊岩本会長就任にカンパイ！！           南   武 

第1730回例会出席報告（7月7日） 

会員総数 出席者 出席率 

56名 ４１名 ８０．３９％ 

    第1727回例会補正後出席率   ７２．９２％ 

メーク ５名  欠席  １３名  除外  ８名 

   お客様   李侖錫 様 （米山奨学生） 
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７月  祝入会記念日 

 

 嶋中完治会員（S50年） 

川島吉博会員（H7年） 

粟津直晶会員（H18年） 

林 克彦会員（H18年） 

西田英夫会員（H19年） 
 

おめでとうございます！ 

今後の予定 

7/21 

(水) 

・移動例会 ひらかた仙亭12:30～ 

・例会 入会式(予定) 

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 

・第一回情報集会 18:00～ 於：例会場３F 

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 

8/４ 

（水） 

・卓話 小林正彦委員長 

・定例理事会 ・100万ドルランチ 

○本日の配布物 

 ①2010-11年度例会について 

○本日の回覧物 

 ①スタッフジャンバーサイズ確認書 

○地区行事等出席報告 

 6/29 豊かな環境づくり大阪府民会議 初木 

 7/13 枚方RC新年度挨拶訪問  岩本、山口(尚)  

○地区行事等出席予定          

 7/15 交野RC新年度挨拶訪問    岩本、山口(尚)  

 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 

            2010年 ７月 ～ ８月  

月 火 水 木 金 土 日 

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) 

例会

例会

国際奉仕・ 

ＷＣＳ委員長会議 

青少年奉仕 

正副委員長会議 

７月 祝お誕生日 

 

 高島叔孝会員（16日） 

畠仲  聡会員（23日) 

國田欣吾会員（23日） 

多田利生会員（27日） 

長村 治 会員（29日） 

三木 彰会員（29日） 

森 賢司会員（31日） 


