
[ロータリーは家族」第７号 

 

第２０１０年８月２５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 北村 隆 職業奉仕委員長（理事） 

 

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「それでこそロータリー」♪ 

 

１．生い立ち 
  ・誕生日 1925年(大正14年)9月11日（忘れられないテロの日） 

  ・小学校 阪急夙川駅近くの本山小学校 

  ・想い出の人綺麗だった女性の岩本先生 

          国語の読み方と書き方で好敵手だった外川嬢 

  ・嬉しかった事甲子園球場での兵庫県選抜体操大会に出場 

   「逆立ちと前方転回」を演技（24名の中に加わりて） 

   神戸御影公会堂にて小学唱歌「月」を合唱 

  ・進 学 中学入試を契機に郷里近くの彦根中学校から彦根 

   高商へと自宅から自転車通学（片道１２粁） 

 

２．兵 役  1945年(昭和20年)4月1日大阪城堀端にあった陸軍歩兵第23部隊に入営。3日目には岸和田経由、 

        和歌山県へ移駐。紀の川近辺にて初年兵教育と防空壕構築。５ヶ月にして終戦。三ツ星の上等兵と 

        なって８月１７日に復員 

 

３．就職・転勤 軍隊ボケ醒めない２ヶ月後の１０月２０日、中央銀行員として東京本店へ入行。戦中の軍事費清算 

       と引揚者が放置してきた在外資産の計算と調査を担当。最初の転勤先札幌において寒冷地向き要員と 

       認められたためか、その後は小樽、旭川のほか、山陰の松江、鳥取、最後には信州の長野へと転々、 

       引っ越し９回を数えたあと、枚方信用金庫に再就職。５５歳にして漸く現在の自宅を取得。 

 

４．ロータリー生活 1976年長野RCに入会、善光寺さん宿坊において毎月催される炉辺の会合（只今情報集会） 

       を有意義に経験。続いて枚方‐くずはRCへと今中元会長のお骨折りによって入会できたのは1979年。 

 

５．クラブでの収穫 実社会トップの立場にて活躍中の良き先輩・友と心を通じ合わせ、捉われることもなくフランク 

       な気持ちでの交際を楽しめること。たまたま会長役をつとめた折にはガバナーの来訪やIMﾎｽﾄなどを通 

       じ、時の熊澤ガバナー(守口）と直々に接し、折々の週報に掲載する卓話原稿の校了に当っても極めて迅 

       速適確な指導を受け、その識見・お人柄の素晴らしさ 

       に感銘を覚えた印象も新鮮。 
 

1995～96年度第3組IM 枚方、摂南大学薬学部講堂にて 地球の円さが解る北海道羅臼町の「開陽台にて 

―岩本会長ご令嬢吉井紀恵様の撮影（H22.6.17)－ 

今春訪ねた北海道摩周湖 H22.6.18 
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第1736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 「それでこそロータリー」 〃                                     

●お客様紹介                 親睦委員      

●入会式 (玉村公男 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                

●卓話「会員増強月間に因んで」     國田欣吾委員長 

●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  

＊玉村 公男 会員 ３６才 

＊株式会社オーベルホーム 代表取締役 

＊枚方市郡津５－５－４ 

＊職業分類  内装工事業 

＊推薦者    源本将人会員 

 新会員プロフィール   

 保護司 

 

 私は保護司になって８年になります。聞き役が

仕事です。 

 今迄に手こずらせた彼が私の手を離れ、半年程

して「先生、俺の結婚式に出てえな。」と案内状

を持って来てくれた時は、自分の子供の時と同じ

くらい嬉しくなった。「しかし私が保護司として

参列してもいいの？」と聞くと彼は「僕はやん

ちゃな時もあった。しかし今は先生のいう事を

守って、社会人として自信を持って生きているか

らいいんです。」との答え。彼は僕でなくても必

ず立ち直った人だと思いますが…。 

 喜んで参列させてもらいました。同じ様な友人

がたくさん「先生ありがとう。」と言って私の側

に来てくれた時は、一瞬殴られるのかなと『威

圧』を感じましたが、ああ保護司をしていて良

かったと、人として幸せを感じたものです。 

 又、昨日はいつも行儀良く、世間体を大切にし

て世間の前では非常にいい子の彼は、もう大丈夫

だと保護司観察局へ報告書を何度も書いていた。 

 その彼が事もあろうにあと１年だというのに、

同じ様な過ちをしてしまった事。彼は５年は出て

来れないだろうが。私の人の見る目の甘さ・無

さ。自分自身を反省するのみである。 

 ふと横を見ると我が妻…見る目があったのか！

なかったのか！…今日は一日、後悔・反省の一日

でした。 

 

 会 長 通 信   

 例会のひとこま 

お誕生日祝 北川会員 

 

 

お誕生日祝 岡山会員   お誕生日祝 山本(一)会員 
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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。 

 岩本会長から身に余る紹介を頂き恐縮に存じま

す。例会前の懇談時に、私の人生、中でも永くなっ

たロータリー生活について感想を述べてほしいとの

要請もありましたので若干の所見を申し上げます。 

○ロータリークラブへの入会 

 守口ＲＣが発足してから７年目の1969年、30才の

若さで入会(当時のクラブ平均年令57才)。父は、松

下電器の傘下であったウエスト電気にて写真のフ

ラッシュを製造していたが、私は料理産業を営んで

いました。当時の市長はじめクラブ方々から再三に

わたる熱心な入会への勧誘を受け、漸くにして決意

したが、毎日は針の筵にいるような想いでした。 

 たまたま、サウジアラビアで石油危機問題が起こっ

た折、私は家内はじめ3名の女性とともに現地に赴

き、総勢20名の店を発足。雇用に関する中東警察

からの厳しい監督もあり、苦難の道は続行。 

 数年を経て、丸紅、日商岩井、三菱電機の進出も

あって20か所に及ぶ変電所への食事配達の業務に

専念、かくして40～50才時には、通常の3倍程度働

いたものの、損は普通の10倍くらい。 

○ガバナー補佐を引き受けてから 

 嘗てこの大役を引き受けた方の中には病魔と闘い

乍らも精神力を以ってその役目を完遂された先輩も

おられ、まことに敬服。また、少数クラブ会員では地

区行事に役員を送るだけで精一杯、運営は決して

容易ではない。 

 合併問題については淀川、茶屋町の事例はじめ

阪南と天王寺、そして住吉・阿倍野。住之江などが

具体化。当3組においても香里園、四條畷の少人数

クラブもあるので協力態勢の確立が必要。 

 ニコニコキャンプについては予算額４百万円では

高過ぎるとの非難があるほか、ＲＡＣの提唱につい

ては近隣との共同態勢が肝要とされている。 

 規定審議改定の年に当り「青少年奉仕部門」の新

設に伴う理事の選任が新課題。 

 ロータリー財団については、未来の夢を抱きつ

つ、将来に向かっての奉仕ができるよう、ＲＩ会長の

８項目目標を絞っての企画も一考に値するのでは

ないだろうか。 

 卓  話  

 今週のパシャ！ 

「 訪問所感 」     西原房三 ガバナー補佐 
 ＲＩ第2660地区 

 ＩＭ３組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

 西原房三 様 
 

 暑い中、 

 ありがとうございました。 

 先週のお客様   

  

 

    

  

第4回くずはロータリークラブ杯 

枚方少年野球ジュニア大会開会式 
2010.8.22(日) 於：枚方総合体育館陸上競技場 

 ８月２２日、９４チームの参加となった、くずは

ロータリークラブ杯・開会式。猛暑の中、子どもた

ちは元気と意欲を充満させ堂々と行進。大会副会

長である我がクラブ源本青少年委員長の開会宣

言は、より子どもたちの意欲を躍動させる言葉で

あった。また、子どもたちの宣誓は岩本会長の心

根を奮い立たせ、この子ども達のスポーツ・野球を

通しての青少年育成に寄与していることを五感を

以て感じられていたようである。岩本会長の挨拶

は、終始、躍動を体感させてくれた子どもたちに

「感謝」。そして今後の活躍に大きなエールをおく

られた。 



第1735回例会出席報告（８月11日） 

会員総数 出席者 出席率 

５９名 ３８名 71.70％ 

    第1732回例会補正後出席率   86.54％ 

メーク ３名  欠席  ７名  除外 ７名 

 お客様  西原房三ガバナー補佐（守口ＲＣ）   

 
 

   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 

9/1 

（水） 

・100万ドルランチ 

・「卓話新世代のための月間に因んで」 

 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） 

9/15 

(水) 

・外部卓話 

 

○本日の配布物 

①卓話資料（國田委員長） 

②秋の全国交通安全運動啓蒙活動参画について 

③2010-11年度地区大会ご案内 

○本日の回覧物 

①2010-11年度地区大会参加確認書 

○地区行事等出席報告 

 8/22 少年野球ジュニア大会開会式 

      岩本、山口(伊)、山口(尚)、山口(彰)、初木 

      源本、宮田、米田、上野、森    

 8/23 ボランティア委員会             重田 

 8/24 枚方市チャリティゴルフ実行委員会   木﨑 

○地区行事等出席予定     

 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 

 9/4 社会奉仕委員長会議             初木 

 9/17 ＩＭ担当者会議   

○メークアップ報告 

  森会員  8/19 今治RC、高松グリーンRC 

          8/23 高知北RC 

         8/24 高松中央RC、今治南RC 

ニコニコ箱 合計 ¥10,000 累計   ¥217,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊誕生祝を頂いたお礼とニコニコキャンプ葵ちゃん大変 

 楽しかったと帰ってきました。ありがとうございました。 

                              北川順清        

 報告事項   今後の予定 

            2010年  ８月～９月 

月 火 水 木 金 土 日 

8/23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31 9/1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

100万ドルランチ 

定例理事会 

例会

例会

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 

例会 ＩＭ担当者 
会議 

 メークアップ報告     森会員                            

 （2010年８月19日）今治ＲＣの例会は今治商工会議所の2

階大会議室で毎週木曜日。四国の実力者、飯パストガバ

ナーが居られるクラブです。とても和気藹々ですが、例会の

無断欠席には厳しく注意されます。独自のインター・ロー

ターアクト組織を持って居られるのが特色です。 

 

 （2010年８月23日）高知北ＲＣはなんと出席率百パーセント

例会は珍しくなく、お座敷で例会をする和気藹々としたクラ

ブです。二度ガバナーをされた掛水さんがおられます。例

会食事はカレーライス、「米山ランチ」とのこと。くずはでは

「百万ドルランチと言うんです」と申し上げる、そっちの方が

聞こえが良いと言われ名称変更になりました。 

優勝して選手達を迎える興南高校応援団  

 インターアクトクラブのご縁で興南高校と親し

くさせて頂きアルプス応援団席で一生懸命

応援しました。美術館で話した子供達。制服

姿で話すと普通の元気なお子達ですがユニ

フォームを着ると頼もしく思いました。森賢司 


