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第２０１０年７月２８日（水）くずはゴルフ場 

 

「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 彰夫 ＳＡＡ  

 

誕 生 東京オリンピックの開幕と東海道新幹線の開通を目前に控える昭和３９年９月２７

日に「くずは」の地に山口家の長男（一人っ子）として生まれる。幼少期  車の名前を覚えるの

が得意で、周囲から「天才児」ともてはやされるが、ごく普通のバカボン（後の職業と関連してい

る）とわかる。小学校  地元の樟葉小学校に入学。書道・珠算・ピアノといろいろと習うが、何ひ

とつ身に付かず、地元のスポーツ少年団に入り、年柄年中体を動かしていた。特に野球を得意と

し、プロ野球選手（阪神タイガース）を目指す。 

 

 

大 学  地元ではない追手門学院大学に入学。ここでは、キャンパスライフを謳歌するべく、サークル活動・合コンに

精を出そうと思うが、何かなじめず、結局「ラグビー部」に入部する。さすがに運を使い果たしただけあって、ここのクラブは

非常に弱く、しかも４回生の時には、主将を押しつけられ大変だった。しかし、悪いことばかりではなく、１回生のマネー

ジャーとして入ってきた女性こそ、私の妻になる人です。（あの時は優しかった・・・）中学で出会ったラグビーのおかげで、

ノーサイドの精神を学び、一生付き合える友を得て、そして嫁さんまでも・・・。ラグビーに感謝です。２０１９年には、ラグビー

のＷ杯が日本で開催されます。一度スタジアムに足を運んで観戦して下さい。おもしろいですよ！ 

 

社会人  家業は祖父の代よりくずはの地で造園業を営んでおりました。父は私が高校３年生の時に亡くなり、母や親

戚のおかげで、家業は継続していただいてました。私は、家業を継ぐ気はありませんでしたが、父や祖父がしていた仕事と

は、どういうものかという興味はあり、家の仕事ではなく、京都の山越にある、桜守で有名な佐野藤右衛門さんが代表の植藤

造園に入社させていただきました。そこは非常に厳しく、正に修行という感じでしたが、造園業のいろはを教えていただき、

こちらの事情で４年間しか在籍できませんでしたが貴重な経験でした。そして、山口造園に戻り現在に至りますが、まだまだ

解らないことばかりで、日々勉強であります。ロータリークラブの方でも今年度はＳＡＡの任を仰せつかりますが、こちらも

日々勉強で１日も早く皆様に安心していただけますＳＡＡを目指しますので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。 

我等の生業 さまざまなれど 

 集いて図る 心は一つ 

求むるところは平和親睦（やわらぎむつび） 

 力むるところは 向上奉仕 

おお ロータリーアン 我等の集い 

♪今日の歌「我等の生業」♪ 

中学校  地元の楠葉中学校に

入学。ここで、運命的なスポーツと

出会う。プロ野球選手になると決め

ていたのに、なぜかここには野球

部がなく仕方なしに、少年野球の

先輩達が入っていた「ラグビー部」

に入部する。入学時、身長１５０㎝・

体重４０㎏のこの体で、ラグビーが

出来るのか不安だったが、ラグビー

というスポーツはよくできていて、背

の低い人・高い人・太っている人そ

れぞれに合ったポジションがあり、

私はＳＨ（スクラムハーフ）というポ

ジションになる。そして指導者や

チームメイトに恵まれ何と大阪で優

勝し近畿で２番となる。 

高 校  地元？牧野高校に

入学。なぜかここにも野球部がな

く、プロ野球選手になるのを断念す

る。身長や体重は順調に成長した

が、頭の方は相変わらずバカボン

のままだった。結局高校でも中学

の先輩達がいたので、芋蔓しきに

「ラグビー部」に入部する。すると何

とまたしても指導者やチームメイト

に恵まれ、大阪で優勝し花園に出

場する。ここで、一生分の運を使い

果たす。全国大会は、二回戦で天

理高校に敗れる。 

父に抱かれ幼き頃の私 
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第1733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                〃 

 「我等の生業」                                         

●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                

●クラブ全員協議会 

 2009-10年度決算および2010-11年度予算審議 

●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回情報集会＞ 於：くずはゴルフ場３Ｆレストラン 18時～ 

   

 今朝は私の奉仕団体の保護司会主催の社会を明る

くする運動のパレードの日である。９時集合の為、８時

に我が家を出て牧野駅迄歩いて行き、枚方市役所前

の集合である。 

 我が家を出た途端にスーパーコノミヤ前の信号が赤

である。青になって渡っていると、横から自転車に

乗ったカッターシャツ姿の多分高校生！信号無視。 

私の口から突然「日本の国を支えていかなければなら

ない若い君がルールを守らないでどうする。」どこかで

聞いた言葉、ラグビーで有名な伏見工業高校の山口

良治先生の卓話の中で、桜のマークをつける日本代

表になってイギリスに行った時、スーパーのレジで並

んでいる時に子供が割り込み、イギリスの老紳士が「イ

ギリスの未来を託す君達がルールを守らないでどうす

る」と一喝した話を聞いて感激した事を思い出した。 

 彼はムッとした様子で反抗的な顔を見せ立ち止ま

る。「君の取った行動は信号無視だ！！」大声で怒

鳴った。彼は走り去った！良かった、殴られるかと

思った。当分歩きながら後ろが気になって仕方な

かった。後ろから殴りかかられるんじゃないかと…汗

がどっと出で来る。市役所前に８時４５分頃到着。受

付をして木陰に立っていると突然、白いカッター

シャツにポチャ！！鳥のフンである。 

 今日はついているのか、運のつきの朝である！い

つも嫁や家族が「お父さん、ええかげんにしいや。

いつかプラットホームから突き落とされるよ。」と！ 

しかし怖かった。 

 

 会 長 通 信   
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推薦者より新会員の紹介がありました。 これからくずはロータリークラブの一員として活躍が期待されます！ 

＊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22-19 

＊職業分類  電気工事 

＊推薦者    國田欣吾会員 

嶋中会員に入会記念日の記念品          多田会員にお誕生日の祝品        

 入 会 式   

 例会ひとこま   

岩本会長よりロータリーバッジの授与がありました。 皆さん緊張されての一コマです。 

久しぶりの移動例会はひらかた仙亭にて開催されました。多数の会員による顔合わせ、楽しい一時でした。 



第1732回例会出席報告（7月21日） 

会員総数 出席者 出席率 

59名 ４２名 79.24％ 

    第172９回例会補正後出席率   74.51％ 

メーク １名  欠席  １３名  除外 ５名 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 

創立：1974年5月30日承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月6日 
         会    長   岩本 昌治     
         広報委員長   西田 英夫 
 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

 

 ○少年少女ニコニコキャンプ 

   ・ホスト 枚方ロータリークラブ 

   ・2010年8月6日（金）～8日（日） 

   ・枚方市野外活動センター 

 

 ○くずはRC杯枚方少年野球ジュニア大会開会式 

  ・2010年8月22日(日)10時～ 

  ・枚方市総合体育館 陸上競技場  

 

お 知 ら せ 

100万ドルランチ 

定例理事会 

7/28 

（水） 

・2009-10年度決算・2010-11年度予算審議 

・第１回情報集会 18:00～ ゴルフ場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 

8/18 

(水) 

・定款により休会① 

○本日の配布物 

 ①クラブ全員協議会議案書 

○本日の回覧物 

 ①第23回会頭杯会員親睦ゴルフ大会ご案内 

○地区行事等出席報告 

 7/22 社会を明るくする運動更生保護大会  北川 

 7/24 第１回国際奉仕WCS委員長会議 初木、日野 

○地区行事等出席予定    

 7/31 クラブ青少年奉仕正副委員長会議     源本 

 8/9  第2回地区社会奉仕委員会        初木 

 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        岩本、多田 

 8/28 職業奉仕委員長会議  

ニコニコ箱 合計 ¥20,000 累計  ¥1７1,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊３５年前の入会記念の御品をいただいて   嶋中完治 

＊今年度の役員の皆様、御苦労様です     中西庸夫           

            2010年 ７月 ～ ８月  

月 火 水 木 金 土 日 

26 27 28 29 30 31 8/1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

       

例会

会長・ 

幹事会 

青少年奉仕 

正副委員長会議 

例会

 報告事項   今後の予定 

例会 ガバナー補佐訪問 


