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「くずはロータリークラブ会員による…私の履歴書私の履歴書」 
     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  初木 賢司 国際奉仕委員長 

 

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」♪♪今日の歌｢四つのテスト」♪  

 

 

  昭和27年9月4日、初木家の次男（長男は生後すぐに入籍したがまもなく死去したため）として、9ヶ月の早産で生まれた

そうです。 私の後、三男も生後1ヶ月にて死去し、真ん中の憎まれっ子（私）が世にはばかって家督を継いでいます。殆ん

ど一人っ子状態で、両親は家業と農家のため忙しく祖母に育てられたように思います。 

 

 甘えん坊だった私の転機は、・・・スキー・・・ と ブルーグラス音楽・・・ との出会いでした。中学校までに何回か、親戚

のお兄さんに連れられて、山へ行った覚えはあるのですが、高校1年生の9月の誕生日を過ぎて、自動二輪の免許を取得

すると、バイクが欲しくて親に相談・・・。 危ないからダメ！

そんな折、秋の終わりでもあり立ち寄ったデパートにスキー

が飾られてあり、バイクをあきらめさせるべく父親がスキー

の購入を快諾。その年の年末に初めて信州へ、1泊２食で

６００円の民宿へ、ところが予約がとっていなくて民宿の家

族と雑魚寝状態。この事で家族同然のお付き合いが始ま

り、学生時代の冬は殆んど信州で過ごしていました。家族

もびっくり、結婚しても１５年間、年末年始は一人で信州

へ、土産は洗濯物だけでした。スキーを始めて４０数年過

ぎた今も、年に１回はスキーを履いて雪の上に立つことを

目標に頑張っています。 

 

 そして、音楽！高校（高専）に入学して、１週間程して帰

宅をしようと校舎の階段を降りていたら、軽やかなリズムの

音楽が聞こえ、階段を上り詰めると階段室の一部を改造し

た小部屋に「軽音楽部部員募集」の看板！恐る恐る扉を開

けると、小さな部屋に４人の先輩が楽器を弾きながら、新入生の私を優しく迎え入れてくれ、「君体が大きいからベースを

弾いてみる？」これだけでベース弾きの道へ・・・。当時は年１回の文化祭演奏と、２年に１回外部のホールでの演奏会

がメインでした。ベースの古い教則本と楽譜は無く、レコー

ドを聴いて音を獲ることでした。ベースはリズム楽器なので

コード進行とベースランニングが解ればそれなりに良いの

です。フォークギターに派手な音のバンジョーと変わった

形のフラットマンドリン、それにウッドベースの４人が基本の

ブルーグラス音楽（他にフィドルとドブロ等が入ります）をす

る事に・・・。 高校３年生の時には大阪万博のサンフラン

シスコ館での演奏出演、朝日放送や毎日放送の「ヤングタ

ウン」での演奏出演などに活躍していましたが、卒業と同

時にメンバーがバラバラに分散、１０年前２５年ぶりにメン

バーが集まり、現在は月に１回程度の練習を「ボケ防止」の

目的で楽器を奏でています。  

 

 ２０歳でゼネコンへ就職、２６歳で結婚、３７歳で家業継承

し、４５歳までは必死に働いたような気がしますが、今では、親父譲りの世話好きの遺伝子を受け継いだようで、協同組

合の理事長、商工会議所、交通安全協会、納税協会、自治会、財産区などの役員としてなど、なにやかや、多趣味と諸

用の多い私ですが、理解のある家族に恵まれ、気ままにさせて戴いております。 「初っちゃん！どないや！」と皆様の

暖かいお言葉を掛けて戴くのを楽しみに、ロータリーに出席しております。 今後とも宜しく御願い致します。 
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第第17381738回例会プログラム回例会プログラム  

                                     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      

●地区大会PR 地区大会PR担当委員長 井川孝三様（八尾RC） 

●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                      木﨑信也会員 

●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  
 

お誕生日祝 （左から）山口(彰)会員、山中会員、源本会員 

 初木会員、北村会員、上山会員 会員全員とお客様も一緒に 

 ♪happy birthday♪   

 

「私は昭和２０年生まれ今年６５歳になる」 

 ８月１５日を迎えて今、自分の人生をもふり返ってみると。…だれかの言葉に人生とは、生まれ落

ちた時から生命をちぢめながら何かを成しとげて行く事であるという一文があった。 

 自分とは何か、家族とは何か、社会とは何か、国家とは何か、幸せな社会なのか、幸せな家族なの

か、今の日本、平成２２年の今のこの国には美しいふる里があり、あたたかい幸せがあるのか、親、

子、孫、優しい心があるのか、基本は何なのか！！屋山大郎さんの一文の中に次の様な事が示して

あった。 

 ６５年前に「あとのことは心配いらぬ」とばかり国をあげて国民に動員をかけて戦場に送り込み、

国民も国家を信じて惜しげもなく我が子、我が父の命を手放したのに、たかが６０数年で靖国神社参

拝について賛否両論が氾濫し、遺骨収容事業に関してさえ国会で幕引き論が交わされる。この日本国

家とは何と無責任なものか。日本国民の代表である内閣総理大臣は何があろうと、何の障害が発生し

ようと、万難をはいして英霊のまつられている靖国神社には頭を下げねばならないと私は思います。

それから事がはじまると思います。 

 会 長 通 信   

 例会のひとこま 

入会記念日祝  

重田会員、米田会員、源本会員、山口(彰)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。 

 今月は新世代のための月間(新世代の育成を支援

するロータリー活動に焦点をあてる月間)です。 

 当クラブ青少年奉仕活動の一環であります「くずはＲ

Ｃ杯枚方少年野球ジュニア大会」も4回目をむかえ、8

月22日(日)開会式が枚方市総合体育館陸上競技場

にて開催されました。その様子を只今ごらん頂きまし

た。（映像はケーブルTVで一日6回放映中のもの） 

 また先日、某新聞の教育欄に、米ハーバード大学で

政治哲学の講義「Justice（正義)」を30年近く開講して

いるマイケル･サンデル教授が来日、東大で特別講義

が開催されたことが掲載されていました。 

 日本人はシャイで議論に参加しない。内気な日本人

だから対話や議論ができない。これは間違っているこ

とを証明できる人との問いかけに参加者の男子学生か

ら、「僕らは新しい世代だから」と。その後、格差や戦

後保障など現在の日本が直面する難題を聴衆になげ

かけ、正義はどちらか？を議論。「決して意見が一致し

ないけれども正義について議論することは、私たちの

生き方を考えること。それを講堂の外でもやらなけれ

ばいけない。哲学はある意味で不可能。でもそれは不

可避なのです。ほかの人の意見を聞き、議論する。そ

れが民主的な市民社会を作ることになる。世界で一緒

に議論していきたい」と締めくくられていました。 

 青少年育成は、理想ばかりでは押し売りになってし

まう、子供たちのいろいろな考えや意見を聞くことも重

要だと思います。 

 新世代のためにロータリアンとして何ができるかをもう

一度考えてみませんか。 

  

 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 

 本日は夥しいお心遣いを頂きありが

とうございました。大阪地区はじめ各

種行事に有効に活用させていただき

ます。当団体では、去る8月2日～8日

まで静岡県富士の朝霧ゴルフ場近く

の会場にて開催された第15回日本

ジャンボ大会に出席して参りました。海外13カ国から

の参加者も加え参加者は2万人、8月5日の大集会に

は皇太子殿下の出席もあり盛会裡に終始しました。こ

こで感じたことは高原での催しでしたため、使用する

燃料として薪を使いましたが、薪割りを知らない団員

には怪我をするものも少なくはなく、山に行っては薪

を担っての作業に馴れさせる事も大切ではないかと

痛感したしだいです。 

 来る5年後の平成27年には全国大会が山口県萩市

で開催されますが、地区毎には大阪連盟60周年、北

大阪地区では25周年行事などと続いております。問

題は少子化事情を反映しての団員減少であります。

会員皆様方の子弟におかれましても、幼稚園年長児

から入団できるとの資格を活用されてのご推薦をお願

いできれば幸いです。 

 今週のパシャ！ 

 ご 挨 拶  

日本ボーイスカウト大阪地区枚方第１７団 

 団委員長 田端 興人 様 

米山奨学生 李侖錫（イユンソク） 様 

 去る8月には、私ども奨

学生がそろって長野県へ

出むき、子どもの世話役に

協力して参りました。４～５

年在日の友人もおられ、

韓国語を教えてほしいとの

要望にもとづき、これに応

えたり、また私どもに日本語を教えてもらう機会も多

く、極めて有意義でした。 

 今週のお客様 

枚方RC小野俊文様 

 

ニコニコキャンプのお

礼に来訪下さいまし

た。 

大阪大手前RC 

木村節三様、余田三枝子様 

 

 

照明インゴマウラー 

（稲田会員から届いたひとコマ写真） 
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第173７回例会出席報告（９月１日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ３７名 ６９．８１％ 

    第173４回例会補正後出席率   ８２．３５％ 

メーク ５名  欠席  ９名  除外 ８名 

お客様 田端 興人様（ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ枚方17団団委員長） 

      イユンソク様（2010年度米山奨学生） 

      木村節三様・余田三枝子様（大阪大手前RC） 

      小野俊文様（枚方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 

9/15 

(水) 

・卓話 

 原田武夫会員、山口伊太郎会員 

9/22 

(水) 

・外部卓話 

  

9/29 

(水) 

・卓話 上野徹会員 

○本日の配布物 

①献血キャンペーンのお知らせ 

②第2回情報集会のご案内 

○地区行事等出席報告 

 9/4   社会奉仕委員長会議         初木、岡山 

○地区行事等出席予定     

 9/17 ＩＭ担当者会議         源本、山口(彰)    

 9/25 広報委員長会議                 

 9/30 地区研修委員会              金森 

○メークアップ 

 森賢司会員  9/6 松山北RC、高松北RC   

           9/7 美馬RC      

ニコニコ箱 合計 ¥43,000 累計   ¥270,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊後期高齢者として誕生祝のメッセージを添えての 

 お祝品を頂いた喜びに               北村 隆 

＊入会祝、誕生祝、卓話、全てにありがとうございます 

                              源本将人 

＊誕生日のお祝いをいただいて          上山芳次 

＊誕生日の記念品を頂いた喜びに        初木賢司 

＊入会記念品を頂いて               重田惠年    

今後の予定  報告事項 

秋の交通安全運動啓発活動について 
 ＊9月２１日(火)１６：００～啓発パレード 

   集合 15:40 枚方ビオルネ付近 

   パレード（約1時間）終了後解散 

 ＊9月22日(水)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン参加 

   集合 7:15 くずは駅 

   配布終了後例会場にて反省会を行います 

  ①スタッフジャンパー着用 

  ②メイク扱いとなります 

            2010年  ９月～１０月 

月 火 水 木 金 土 日 

9/13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

       

27 28 29 30 10/1 2 3 

       
情報集会 例会

広報委員長 
会議 外部卓話 例会

例会
ＩＭ担当者 
会議 

秋の交通安全運動 

お 知 ら せお 知 ら せ  

      メークアップ報告     森会員 

（2010年9月6日）松山北ＲＣは米山留学生をとても大事にし

ます。例会に来るとみんな集まって囲んで歓談。寂しがって

いる暇などなくニコニコです。地元の方が多くとにかく仲良し

クラブです。誕生日披露があったので「くずはでは朝八時に

お祝いの電話を頂いています」と言うと「いい会長だ」と褒め

られました。 
 

（2010年9月6日）高松北ＲＣは高松北ロータリーは青少年奉

仕に重きを置いています。インターアクトローターアクトを持

つのではなく独自の奨学生を二人、米山を加えると合計三

名います。今はアメリカの友好クラブに訪問中で幹部は不在

ですが賑やかな例会でした。独自の見識を持つクラブでし

た。 


