
[ロータリーは家族」第６号 

 

第２０１０年８月１１日（水）くずはゴルフ場 

 
８月：会員増強月間 

「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  山口伊太郎 会長エレクト 

 

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 

♪今日の歌「四つのテスト」♪ 

 

 
 還暦を区切りに余り体力を必要とせず新鮮な体

験のできるアクテビティーはないか？と探し回ったあ

げく生き届いた結論がダイビングでした。 

 若かりし頃の自分の泳力には自信もあったし怖がる

事のない水中へ思いが海中へのダイビングライセンス

（PADI OP）への申込み決断をさせてくれた。何よりも

ダイビングを愛しスキルアップのためには絶好のスペ

シャリスト原田氏が身近にいてくれた事が意を決した

大きな理由の一つでもありました。 

 越前海岸でのスクールに参加すると講習を受ける15

人中私より年長は一人だけでした。他の受講者は20

代の若者ばかりです。それでも器材を背負ってビー

チを歩くといままでの強気は何処へやら不安が募る事もありました。2日間若い同期生スタッフに助けられ晴れて海

中へのパスポートCカード取得です。 

 最初は８㎏のウエイトをつけても潜れず、素潜りの方がうまく潜れる

のに？と弱気が顔を出す事もありました。しかし「案ずるより生むが易

し」とはよくいったもので、実際にダイビングを重ねていくと一本毎に自

分の技術の向上を体感し小さな達成感は更なるスキルアップへの好

循環とつながり技術的向上を自信で確認する事ができました。 

 もう「年寄りの冷水」とは言わせない、１０本目位からは水深２０ｍ以上

カメラを操作する楽しみも覚えました。自分の意思のままに浮遊する

事の出来るスキルを体験した時は自信に感動すら覚えました。 

 原田氏から技

術的レベルを評

価をいただいた

時の嬉しさは今も忘れられない「免許皆伝」である。 

  

それまで雑誌、水族館でしか見る事の出来なかった、クマノ

ミ、チョウチョウ魚、マンボウ、マンタ、ハンマーヘッド、ジンベ

イ、クリーニング専用のホンソウワケベラ。水中で同じ目線で

呼吸しながら停止すれば親近感あふれる目で近寄ってく

る、まるで写真を撮ってくれとポーズまでしてくれる、自分な

りの「傑作」作品間違いなしです。これからのダイビングでは

海中での新発見を夢見ています。ダイビングの歓びを知る

事が少し遅かった事が惜しいけれども地球規模で進行する

環境問題、何時の日か自分の楽しみと環境保全を同化させ

たい。陸上では歩行困難が襲ってきても何時までもダイビング
     アシカと遊びながら… 
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第1735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      

●西原房三ガバナー補佐紹介       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「訪問所感」               西原房三ガバナー補佐 

●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  
 

 例会のひとこま 

百か日法要 

 少し前に百か日法要に行ってきました。 

愛媛県の瀬戸内の小島、大三島。のどかな…時間

を忘れるがごとく心の温かい所です。  

 義理の父の法要です。葬儀告別式に親族を代表

して御礼の御挨拶をさせてもらいました。 

御縁を頂き、３８年前に長女を嫁にもらいまし

た。御父さんは私達家族にとりまして自慢の父で

した。男としては理想の生き方で、目標にしてい

ました…と。嫁は父が大好きでした。私の子供達

３人も祖父を尊敬の念を持って好きでした。 

 百か日法要を卒哭忌(そつこくき)と言うそう

です。字のごとく「嘆き悲しむ事を卒業して、

新たに出発しましょう」という事の様です。私

も父親を３年前に亡くしましたが、新たに出発

するのに一年程かかった様です。その間家族に

は自分ではわからないのですが、迷惑をかけた

様です。今度は私達家族が嫁に対して、静かに

見守ってやる事が必要だと感じている 

この頃です。 

 会 長 通 信   

入会記念日祝 山中会員    入会記念日祝三木会員     入会記念日祝 辻村会員    入会記念日祝 森会員 

 お誕生日祝 米田会員    本日(8/4日)お誕生日の小林会員  会員全員で happy birthday♪               

2010～11年度RI2660地区IM3組 

西原房三ガバナー補佐 

プロフィール 

 

・生年月日 1937年10月4日 

・職   業  ㈱柿右衛門 

         取締役会長 

・ﾛｰﾀリー歴   

 1969年1月守口RC入会 

 1994～95年 会長 

 1995～96年 地区会員増強 

          委員長 

 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ 

 ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ 

 米山功労者(ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ) 
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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。 

枚方少年野球連盟 中西 俊毅 様 
 

 日頃は、少年野球活動にご理解

ご協力をいただきありがとうござい

ます。また、先ほどは貴重な協力

金を頂き重ねて御礼申し上げま

す。大会が盛り上がるよう大事に使わせていただき

たいと思います。この大会は今月22日から開幕い

たします。暑い盛りの開幕となりますが、９４チーム

の参加選手たちが、この大会を通じて楽しい思い

出を作り夢と希望を持って野球ができるよう、私ど

も一生懸命お手伝いを致しますので皆様ご協力

のほどよろしくお願い致します。 

○杉の家は健康にやさしい 

 今、健康面から「杉」の効用が見

直されています。杉の木目は、見た

目も美しく温かみさえ感じ、肌触りも

良く室内の温湿度調節にも役立ち

ます。そしてその香りは気分を落ち着かるリラグゼー

ション効果もあるといわれています。 

○昔の暮らしは「杉」とともにあった 

 杉は軽くてしなやか、粘りがあり加工が容易、木肌

も柔らかく艶があり、木目が美しい意匠となります。

そんな多くの特徴があることから日本では、住宅部

材だけでなく、生活に欠かせない材料として幅広く

つかわれてきました。家の中で使うタンスや机など

の家具類、液体や穀物などを貯蔵するための桶や

樽、それらの商品を運ぶための船や荷車など、鉄や

プラスティックの製品が出回るまでは、日本の暮らし

米山奨学生 李侖錫 様 
 

 ７月はかなり忙しく、上旬は米山

奨学生歓迎会に参加し、米山奨学

生の先輩や、他のロータリアンの

お話を聞きました。先週は学校で

卒業論文の中間発表があり、約30分日本語で話し

ましたが、専門用語など難しく何をしゃべっているか

わからなくなりましたが、なんとか無事終わる事が出

来ほっとしています。 

 卓  話 

 今日のお客様   

  

 

    

  

 今週のパシャ！ 

は杉なしには考えられなかったほどです。 

○日本の森が悲鳴を上げている 

 昭和30～40年代にかけての住宅ブームで日本中

の森から大量の杉が切り出されました。木材が圧倒

的に不足していた時代には粗悪な商品も大量に市

場に出回り杉に対する信頼性が薄れ、また外国から

の木材輸入や新建材開発などの要因で杉の市場

価格が低く抑えられるようになりました。その結果、

日本中で山守る人がいなくなり林業が衰退していき

ました。現在日本中を悩ませている花粉症もその森

の悲鳴なのかもしれません。 

○ピンチをチャンスに変えよう！ 

 健康的でエコロジーな暮らしを手に入れるために

は杉を上手に家屋に取り入れ、昔のように森を再生

しながら国産杉を使う事ができれば、CO2を削減し

地球温暖化抑制に役立つのです。 

「杉の底力」    小林正彦 プログラム委員長 

2010-11年度少年少女ニコニコキャンプ開催 

  2010.8.6(金)～8(日) 

 枚方市野外活動センﾀｰ 

 ラポール枚方(開会式) 

大阪大手前RC 曽我部律夫様がビジターとしてお越し

下さいました。ハットがお似合いの曽我部様でした。 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ枚方RCの陣中

見舞を兼ね開会式に参

加してきました！ 



第1734回例会出席報告（８月４日） 

会員総数 出席者 出席率 

５９名 ３７名 ７２．５５％ 

    第173１回例会補正後出席率   ７９．１７％ 

メーク ５名  欠席  １０名  除外 ８名 

 お客様  中西俊毅 様 枚方少年野球連盟 

       深松明広 様     〃       

       玉村公男 様 例会見学オブザーバー 

       曽我部律夫様 大阪大手前RC 

       李 侖錫  様 米山奨学生 
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 ○事務局夏季休暇 

  ２０１０年８月１２日(木)～１８日（水）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 

8/18 

(水) 

・定款により休会① 

８/25 

（水） 

・卓話「会員増強月間に因んで」 

    國田欣吾 会員増強委員長  

・入会式 

9/1 

（水） 

・100万ドルランチ 

・「卓話新世代のための月間にちなんで」 

 源本将人 青少年奉仕委員長 

9/8 

(水) 

・卓話 木﨑信也 会員 

・地区大会PR （八尾RC） 

○本日の回覧物 

 ①第4回くずはRC杯少年野球ジュニア大会 

   開会式出欠表 

○地区行事等出席報告 

 8/6  ニコニコキャンプ開会式   岩本、高島、山口尚 

                      源本、北川 

 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) 

 ○地区行事等出席予定     

 8/23 ボランティア委員会             重田 

 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 ¥23,000 累計  ¥207,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊例会欠席のおわびに               小西雅晴 

＊入会当時を想い起こし精力的に活動せよとの戒めの 

 記念品と解します。ありがとうございました    山中  卓 

＊入会記念品をいただいて              三木  彰 

＊クロカワカジキ154㎏レコード更新しました   原田武夫 

 報告事項   今後の予定 

            2010年  ８月～９月 

100万ドルランチ 

定例理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

9 10 11 12 13 14 15 

       

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31 9/1 2 3 4 5 

       

例会会長・ 

幹事会 

例会

定款により休会 

ガバナー補佐訪問 

例会

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
運営委員会 

財団ｾﾐﾅｰ 
職業奉仕 
委員長会議 

社会奉仕 
委員長会議 


