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第２０１０年８月４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  小西 雅晴 会計 

 

 

私は、昭和３１年３月現在の兵庫県豊岡市で３人兄弟の末っ子の長男として誕生しました。市町村合併により豊岡市と

なっていますが、もともと石出郡但東町というところで“城下町いずし”から山間に約３０分位は入ったところです。小学校ま

では徒歩４ｋｍ、中学校は自転車通学７ｋｍ、高校はバスで２５ｋｍ、冬は雪も降り難儀したのを覚えています。しかし、この環

境が今の私の“我慢強さ”を身に付けさせてくれたと感謝

しています。 

 

 大学入学と同時に来阪し、吹田市で５年、枚方市で３１

年とすっかり枚方の人間になったと自分では感じていま

す。大学卒業と同時に、今の勤務先である枚方信用金庫

に入社、すでに３２年“よく続いたもんだなあ”と我ながら

感心している次第です。その間２男１女に恵まれ、既に独

立しています。昨年７月より本部勤務をしておりますが、

入庫以来営業店一筋で２１カ店中８カ店を延べ１１カ店(３

カ店は２度経験）に勤務、北河内７市の道路にめっぽう詳

しくなりました。 

 当金庫は今年創立６０周年を迎えさせていただき一つの区切りの年ですが、私個人にとっても今年大きな変

化がありました。田舎で二人暮らしをしていた９６歳

の父親と８９歳の母親を引き取り、４月より同居を始

めました。子が親の面倒を看るのは当たり前です

が、これまで気ままな生活をしていた私たち夫婦に

とっては、いろいろ大変ですが、少しずつ慣れてき

たかなと感じる今日この頃です。 

早いもので、くずはロータリークラブに入会させて

いただいて１年が経ちました。今年も会計という大役

を仰せつかっておりますが、皆様方のご指導で無事

終えたいと思っていますのでよろしくお願い致しま

す。 

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 

♪今日の歌「奉仕の理想」♪ 

 

 

中谷静雄元会員とわたくし 
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第1734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                〃 

 「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                

●卓話                     小林正彦委員長  

●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 

 ＜定例理事会＞ 

 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 

＜嫁の友人の手紙＞ 

 私の嫁の友人の御手紙を書き写させてもらいま

す。 

 

 よう降りますね～ 涙雨。 

１３日午前８時５８分、妹が静かに逝ってしまい

ました。夫と娘、母に見送られて。 

 すべての苦痛から解放され、うっすらと笑みを

浮かべたその寝顔はやすらかで、 

今にも起き上がりそうでした。 

 やせて小さくなった顔は若い頃の妹を思い出さ

せ、姉が薄化粧をしてやると 

あどけないほど可愛く、いっそう悲しみがこみあ

げました。 

 母を心配させられないとずっと皆で隠しとおし

てきましたが、亡くなる２週間前 

尊厳ある死を強く臨んだ妹の意思で、本人が伝え

ました。 

「隠しててごめん。知った時の気持ちを考える

と、どうしても言えなかった。 

先に逝く不幸を許して。」と母は強かった。

「知ってたよ。ガンは怖い病気じゃない。治る。

病気よりダメだとあきらめる方がこわい」と声が 

枯れるほど励まし、 

 

 

 

 

看取ってやりたいとその日から息をひきとるま

で付き添ったのでした。 

 次第に眠る時間が長くなり「お父さん、先に

逝って待ってるよ。寄り道してきていいから、

必ず探して私のところへ来てね。」と言ったそ

うです。 

 塀からこぼれる様に、妹の植えた真っ白いカ

シワバアジサイが咲き誇っていたのを 

数本摘んで持って帰りました。 

 

 行く河の流れは絶えずして  

  しかももとの水にあらず  

 よどみに浮かぶうたかたは かつ消え 

   かつ結びて 久しくとどまりたる例なし 

 心に響く文章で、涙なくして

読めない文章でした。家族愛。

家族して考えさせられるお手紙

でした。 

      ああ無情 合掌 

 会 長 通 信   
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※会員皆様からの「最近のひとコマ写真」を募集しております。 

第1回情報集会開催 2010年7月28日（水） 

 18:00～20:00 於：例会場3F食堂 

①岩本会長挨拶 

②今中会員（チャーターメンバー） 

 ロータリークラブ入会３６年---『心の貯金』に 

 ついてのお話 

③歓談 

④米田会員 ガバナー杯野球大会への決意 

  

 第１回情報集会へ多数の会員の皆様の出席を

賜り、ありがとうございました。岩本会長指針に則

り、会員の皆様がロータリーの知識と理解を深め、

情報を共有できるよう努力いたします。次回も、今

回以上の会員の皆様の出席をお待ち致します。 

             ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会一同 
 

 

参加者：藤原、原田、林（宏）、林（克）、日野 

平尾、今中、今西、稲田、岩本、駕田、金森 

北村、三木、南、源本、中西、中谷、重田 

多田、橘、高島、上野、上山、山口（彰） 

山口（伊）、山口（尚）、山本、米田  以上２９名 

 ※次回開催予定 2010年9月29日（水） 

２００９～１０年度決算及び２０１０～１１年度予算審議 

 

議案①２００９－１０年度事業報告について  北川前幹事より報告 

   ②２００９－１０年度決算報告について  小西前会計が欠席のため北川前幹事より報告 

   ③２００９－１０年度監査報告について  長村前会計監査が欠席のため北川前幹事より報告 

                             ①②③について承認されました 

 

議案④２０１０－１１年度事業計画について  山口（尚）幹事より発表 

   ⑤２０１０－１１年度予算について      小西会計が欠席のため山口（尚）幹事より発表   

                             ④⑤について承認されました       

 

  クラブ全員協議会 

 例会ひとこま   

 川島ソングリーダーの声はええ声です♪      全員でロータリーソングを合唱        畠仲会員に7月お誕生日の祝品      

 今週のパシャ！ 

  

 

    

  

    原田武夫会員 大物カジキをゲット！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月３１日（土）１１：３０頃、三重県大王崎沖２０マイ

ルにてかじきまぐろと約一時間格闘の末、１５４㎏も

ある大物を釣り上げ 拍手喝采！ 

 ロータリー情報 



第1733回例会出席報告（7月28日） 

会員総数 出席者 出席率 

５９名 ４０名 ７４．０７％ 

    第1730回例会補正後出席率   ８０．３９％ 

メーク ０名  欠席  １０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 

 

 ○ガバナー事務所夏季休暇 

  ２０１０年８月１０日(火)～１５日（日）まで   

 

 ○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 

8/４ 

（水） 

・卓話 小林正彦 プログラム委員長 

・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 

８/25 

（水） 

・卓話 國田欣吾 会員増強委員長  

○本日の配布物 

 ①ロータリーの友８月号 

○本日の回覧物 

 ①ガバナー月信８月号 

 ②地区委員会「活動計画書」 

○地区行事等出席報告 

 7/31 クラブ青少年奉仕正副委員長会議     森 

 ○地区行事等出席予定     

 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、川島 

 8/28 職業奉仕委員長会議            北村 

ニコニコ箱 合計 ¥13,000 累計  ¥184,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊移動例会欠席のおわび！            駕田 毅 

＊例会欠席のおわびに               山本正夫 

*本年は例会欠席を無くすよう努力します    藤原和彦          

            2010年  ８月  

８月  祝入会記念日 

 

中村雄策会員（H5年） 

山中 卓会員（H6年） 

林 祐弘会員（H６年） 

三木 彰会員(H12年) 

 辻村順一会員（H20年） 

  森 賢司会員（H21年） 
 

  

おめでとうございます！ 

８月 祝お誕生日 

 

  小林正彦会員（４日) 

  米田  勉会員（５日) 

  北川順清会員（21日） 

  中村雄策会員（22日） 

  若林尚史会員（30日） 

  山本一郎会員（30日） 

  金森市造会員（31日） 

  岡山量正会員（31日） 

 報告事項   今後の予定 

100万ドルランチ 

定例理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

       

16 17 18 19 20 21 22 

       

例会

会長・ 

幹事会 

例会

定款により休会 

ガバナー補佐訪問 


