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第２０１０年７月２１日（水）ひらかた仙亭 

 

「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  山口 尚志  幹事  

 

  古くからの田園地帯であった「くずは」、東には丘陵地がそびえ交野天神社のすぐ側に我が家。生まれた昭和２９

年は、我が家から西に大山崎の山々がみえ、南には１３０余年の歴史のある樟葉小学校がみえる。その先の船橋まで集落

はなかった。樟葉小学校区は、いわゆる「くずは」一円と当時、南船橋、上島、下島地区の同級生もいた。鼻水を絶えず垂

らしながら、東の山々へ行っては毎日の洞窟掘り。くずはの田んぼでは、蛙や魚と遊んだ「田舎の子」の少年時代、袖口は

鼻水でテカテカ。 

中学一年になって電車で通った中学校。旧くずは駅では定期券をみせ

ることなく、改札を通った。いわゆる顔パス。今で言う「自動改札」既に４３

年前にくずは駅では、自動改札があった。ホームで電車を待つ一人一

人に朝の挨拶。どこのどなたかがわかる。「尚志は挨拶もしよらへん！」

この言葉を避けるように「おはようございます」と言いまくった。その後、く

ずは地域は人口が急激に増え、中学二年では、ホームに知らない人び

とが多くなった。間もなくして、くずは駅の新設。未成年の私には、新幹

線の駅のように見えた。 

高校時代は、激動の生活を過ごしたと自分なりに今になって思う。当

時、男子校であった高校は、学生服が制服。校風からいうと「学生服」に

なんとなく違和感がある建学の精神。ストレスが溜まっていたのか「制服

自由化」の運動。晴れて、制服自由化が実現した昭和４８年。我が母校

は今も、勿論のごとく制服は自由化。偶然、長男と次男も我が母校に入

学。親になって吐いた言葉、「制服やったら服代かからへんのに」に二

人の息子はあきれ顔。 

大学入学の４月は、入学式だけが挙行された。学生運動の末期、入学前の冬から大学は閉鎖されていた。大学と学生

が折り合って「入学式」のみの挙行で手打ちになったのだろう。晴れの大学生活はその年の秋まで授業はなく、前期の試験

は全てレポート提出となった。授業がすべてという学生にとっては不幸な事態であるが、ご承知の通り私にとっては・・・。 

法学部法律学科ということから弁護士になれれば、上手く社会が承知するのであろうが、そんなことはあり得ない。学友と

の交遊に力を注ぎ、遊びに時間を費やした自分が一番よく知っている。卒業の年、昭和５２年。その前の年に母親からこん

な一言。「トイレットペーパーを買うてきて」「ん？」そう、社会は、第二次オイルショック。なぜかトイレットペーパー購入に長

蛇の列の時代。今から考えると不思議なことがたくさんあった。当時は、腹具合がいつも悪かった私にとっては、「これは、大

変」と強烈に思い、列に並んだ記憶が３５年前。今ほどではないであろうが、いわゆる「就職難」初めて発刊されたリクルート

ブックをみて、同級生は３月卒業直前まで就職活動。「どうにかなるわ」という社会の風潮も手伝って、私もどうにかなった。

繊維業界へ就職。少しかっこよく表現するとファッション業界へ就職した。就職はしたものの、過激なぐらいの激務。終電が

なくなることは週に２回は必ず。残りの３日～４日は、名古屋方面へ出張。自社商品を着こなし、出勤。我が家の近所の人

は、スーツで出勤する姿をみたことがないので大学留年と思っていたような・・・。営業マンの道を新入社員の頃から叩き上

げられ、おかげさまで７年間、社会の厳しさは身に沁みた、いや骨まで。 

我が家の事情、と言うより父親の事情と体調不調が偶然かさなって、会社を退職。この偶然は、今考えると大きい。

幼児教育への「道」となった。２９歳ともなるとそれなりに世の中を感じることができ、３０歳を３ヶ月前にして結婚。既にいまと

なっては、会社勤めの期間より幼児教育に関わる期間の方がはるかに長くなった。 

当時、新しい道を進むにあたり、自動車大型免許を取得した。普通なら必要でない免許。そう、幼稚園バスを運転するた

めに・・・。もちろん、幼児教育についてはしっかり勉強した。机に向かった。机に向かったが布団にも入った。長男、次男と

二人の男の子を授かった。この二人から、彼らが幼いころにたくさんの思い出と幸せをもらった。          【次頁へ】

どこで会っても やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ 

遠い時には 手を振り合おうよ 

 それでこそ ローローロータリー 

♪今日の歌「それでこそﾛｰﾀ
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 いよいよ、くずはロータリークラブの会長の任をという

時期になり会長の研修に出席した時のことです。資料

の中に遠い昔の記憶の御名前があり、「おお懐かし

い！！本当に彼なのか、また同姓同名なのか？」宮

野成二氏、今から４２年前にさかのぼり私の大学の卒

業実習教室のプロフェッサーの御名前が宮野成二

氏。有機薬品製造教室電子理論等、難しい学問であ

り、なかなか入れる教室ではありませんでした。 

 私と悪友２人は宮野教授には言葉で言い尽くせな

い程、迷惑をかけ 心を掛けて頂いた教授でした「岩

本君を含めた君達３人に申し伝える。私に迷惑をかけ

た分 世の中の為になる人間になりなさい。」まさにそ

の宮野成二教授が会長の為の資料のお方でした。 

宮野教授は戦後８年１９５３年に日本で３人目のロータ

 

第1732回例会プログラム 

                                     司会 山口(彰)SAA 

●12:３0 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 「それでこそロータリー」 〃                        

●お客様紹介                 親睦委員   

●―お食事・歓談 ―    

●会長の時間・入会式            岩本会長  

  橘喜久夫新会員、林宏毅新会員、山本一郎新会員 

●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                

●新会員自己紹介 

●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   

●新会員オリエンテーション        高島副会長、新会員 

リーの奨学生で、アメリカのイリノイ大学に留学され

た方だったのです。人生における人の出会いに

びっくりすると共に、人のふれ合いに感謝するのみ

であります。不幸に宮野教授は３年前に鬼籍に入ら

れておりました。 

 私がもう３、４年前に会長を受けていたら、ひょっと

したら御元気な時に彼に会えたかと思うと、残念で

すが私の不徳の致す所です。しかしくずはロータ

リークラブも３５年を過ぎ、私も入会２０年になりま

す。宮野成二教授に導かれ、ロータリアンになった

様な気がします。運命を感じます。 

今から以後さらに人間として、又ロータリアンとして

成長できますよう研鑽して参りたいと心を新たにした

最近でした。 

【前頁から】 

当時「我が家には、三人の子どもがいる」としょっちゅう家内が言っていた。三

人目は、どうやら私のようである。昨年末と今年初め、あとの二人は、我が家を

出て自立した。いま「寂しさ」という過去の亡霊が、ときおり肩をたたく。そして、

家内と二人になった我が家での普段の会話から「家内に感謝」という思いが急

に湧き出ていた。寂しさは過去の亡霊が呼び起こすものとこの歳になってわ

かってきた。 

 でもご心配なかれ、私には１７５人の元気な子どもたちと毎日毎日、顔

を合わすことができる。これを幸せと思い、ともに「あそぶ」こと、幼児教育に専

念することが私の責務と強く思う夏。ん！、気がつけば、冬に５６歳。頑張らね

ば・・・。一年間、微力ではありますが幹事を務めさせていただきます。よろし

 会 長 通 信   
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枚方ロータロークラブ会長 澤村繁 様            交野ロータリークラブ会長 西田孝司 様 

      〃       幹事 林  武 様                   〃       幹事 柴野東樹 様 

私の出席地は八幡市男山

の平原で、くずはに近い処

であり一層の親しみを覚えま

す。8月のニコニコキャンプ

につきましては、一人でも多

くの方々にご参加をお願申

し上げます。 

 また、来年4月2日にはクラ

ブ創立50周年記念日を迎えますので、これまでを顧

みつつ、ご一緒に喜び合いたいと考えています。 

 本年は、退会者をなくし、増

員5名を目指して頑張りたいと

思いますので、よろしくご指導

のほどお願い致します。 

 

 

 

  交野RC 西田会長 
枚方RC 澤村会長 

 

 

7月入会記念日の方々に会長より記念品が

7月お誕生日の方々に川島ソングリーダーからの

♪HAPPY BIRTHDAY♪歌のプレゼント 

岩本会長からのお祝

いメッセージを微笑み

つつ… 

＊山本一郎 会員  ４３才 

＊株式会社 西鶴 代表取締役 

＊交野市東倉冶2丁目1521番 

＊職業分類  墓石販売 

＊推薦者    源本将人会員 

＊林 宏毅 会員 ４６才 

＊林事務所  代表    

＊枚方市大垣内町2丁目17番4号 

＊職業分類  司法書士 

＊推薦者    粟津直晶会員 

＊橘 喜久夫 会員  ６０才 

＊株式会社 橘電気工事  

  代表取締役社長 

＊枚方市長尾家具町4丁目 

  ２３－１９ 

＊職業分類  電気工事 

＊推薦者    國田欣吾会員 

ご来席の枚方・交野両クラブの会長・幹事様 

会員の皆さんからのお祝の拍手 

 新会員プロフィール   

 先週のお客様  

 例会ひとこま   



ニコニコ箱 合計 ¥61,000 累計  ¥151,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊新年度のご挨拶            交野RC会長・幹事様  

＊新年度ご挨拶に伺わせて頂き 

       ありがとうございました   枚方RC会長・幹事様 

＊すばらしい誕生日祝をいただいて       三木  彰 

＊誕生日に記念品と何よりも会長から 

  心温まるメッセージを頂いたお礼に      國田欣吾 

＊会員皆様「私の履歴書」原稿の作成に 

  ご協力お願いします               西田英夫 

＊“寸志”くずはロータリーの益々の発展と 

  会員各位のご健勝をお祈りします      田中太一朗           

第173１回例会出席報告（7月14日） 

会員総数 出席者 出席率 

56名 33名 ６７．３５％ 

    第1728回例会補正後出席率   ７８．００％ 

メーク １名  欠席  １１名  除外 ６名 

   お客様   澤村 繁 様 （枚方ＲＣ会長）  

           林  武 様 （枚方ＲＣ幹事） 

           西田孝司様 （交野ＲＣ会長） 

           柴野東樹様 （交野ＲＣ幹事） 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 
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お 知 ら せ 

100万ドルランチ 

定例理事会 

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） 

・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 

8/11 

(水) 

 

・ガバナー補佐訪問 

・卓話「補佐訪問所感」西原房三ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

○本日の配布物 

 ①第1回情報集会のご案内 

○本日の回覧物 

  

○地区行事等出席報告 

 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  

○地区行事等出席予定          

 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     源本 

 8/10 第1回3組会長幹事会        岩本、山口(尚) 

 8/28 ロータリー財団委員長会議   

    

            2010年 ７月 ～ ８月  

月 火 水 木 金 土 日 

19 20 21 22 23 24 25 

       

26 27 28 29 30 31 8/1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

       

移動例会(仙亭) 

例会

国際奉仕・ 

ＷＣＳ委員長会議 

青少年奉仕 

正副委員長会議 

○他クラブ通信 

 ・香里園ロータリークラブ（例会変更） 

  H22.7.21(水) ⇒ H22.7.24(土)18時～に変更 

  （ビジターの受付はありません） 

例会

○国際ロータリー日本事務局経理室 

 ・２０１０年8月からのロータリー為替レート  

  １＄＝８８円 に変更となります 

 報告事項   今後の予定 


