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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  源本 将人 青少年奉仕委員長 

 

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｢四つのテスト」♪♪今日の歌｢四つのテスト」♪  

社会人になって 

 私の人生を大きく変える人と出会いがあり、 

「土木がおもしろい」ということを身をもって 

教えられました。その人は広島県出身の方で最初はどちらかというと嫌いなタイプの方でしたが、上に立つもの

の考え方、仕事の段取りなど厳しく教えられ、20歳にして国交省の仕事も任されるほどの私に育ててくれた恩人

であります。土木業界で10年、その後サラリーマンを卒業し独立。今までの受注者側から発注者側に転換。創

造的な土木（発想の転換）で、この土地をいかに生かすか、またその土地に見合うお客様へ提供できるか日々

考えながら、土地そのものを商品化し提供しています。 

 

最後に驚いたこと運動会の写真（中央）に黒いかさをさしている祖父の姿を発見。祖父（浪花商業第１期生

で野球部と柔道部に所属）は頑固で厳しい人でしたが、わたしの学校行事等には必ず来てくれました。この「履

歴書」のおかげで当時のことを想い出し懐かしく振り返ることができたことに感謝致します。 

 

東京オリンピックが開催された年

の昭和39年9月3日、枚方市中宮で誕

生。とにかく目立ちたがりで保育園最

後の運動会では「これから僕たちの運

動会が始まります。最後までごゆっく

りご覧ください」と開会の挨拶をした

り、これは私の記憶ではなく、母がこの

ときに撮影した写真のまわりにかきとめ

ていた言葉。 その写真がこれ！ 

小学4年生のころ 

 読書にはまり、メアリーポピンズ、

赤川次郎の小説をひらすら読んで

すごし、小学5年生で洋楽の世界

に。ビートルズを聴き、そのうちハー

ドロックにあこがれて将来は歌手♪

を夢見る少年でした。 

野球との出会い 
 小学４年生のとき、チーム結成２年

目の中宮ボンバースに入部。3番、

センター。小学6年生で枚方少年野

球リーグ東西対抗オールスター戦の

選抜に選ばれ、東チームのスタメン

で出場と、スポーツ少年まっしぐらの

私でしたが、中学校に入ってから

は、野球部がなかったことが大きな

要因となり、スポーツ少年からは遠ざ

かり、帰宅部のちょっとやんちゃな少

年へ。（この頃ひとつ先輩の粟津会

員と仲良くなる） 

高校進学ラクビーをするために 

選んだものの全国レベルの特待生が 

大勢いたので、中学同様帰宅部生として 

楽しい高校生活を満喫！ 
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第第17391739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 「我等の生業」        〃                                     

●お客様紹介                   親睦委員      

●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「海の中」                原田武夫会員、山口伊太郎会長エレクト               

●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  

 会 長 通 信   

 例会のひとこま 

9月入会記念日お祝小林正彦会員  日野守之会員 

お父さん、我が家の宝物が又一つ増えました。 

                （文恵筆） 

  

 私の息子３７歳になります。息子が通った近

くの幼稚園に孫も通わせています。 

 面接の時、たまたま２番目が産まれた日とい

う事もあり、息子と私とで幼稚園へ行ったので

す。そこで出会ったのです。息子が３歳の時、

御世話になりました先生と！ 

 息子が「どうもあの先生、綾野先生と思うん

だけど…ちょっと挨拶してくるわ」と。 

「あらー まー君！」エーッ先生覚えてくれて

る、もう３０年以上も前なのに！！（岩本君で

はなくまー君） 

 その日、孫の面接もそこそこに一番に感激

し、我が家全員で熱くなったのです。 

 そして今日。孫も年少組から年中組へ。一学

期も終え、今日から三日間体操教室の方でプー

ルがあるとの事。息子も午前中仕事が休みだっ

たので、一緒について行った時にいい物を頂い

たのです。あの綾野先生から、息子が３歳の時

自分を描いた絵をもらって帰ったのです。 

「ボクが描いた絵をもらったよ。これボクだっ

て。」 

「ちょっと日本語がおかしいんと違う？桜ちゃ

んが描いたんと違うの？」 

「違う、違う。綾野先生が受け持ってくれて

た、３０年前にボクが描いた絵を先生が持って

てくれて。今日ボクにくれたんやねん。」 

 エーーーーッ。 

本人も自分の絵かどうか忘れているし、赤い帽

子をかぶり見ればかわいい絵。主人など、

エーッと額を外し裏を見る始末。“いわもと 

まさひで”と書いてある。 

先生はあと二枚、母である私の絵と先生を描

いた絵、この二枚はあげれない。私が持って

います。と言われたそうです。 

 エーッ。こんな事があるんですか！！ 

かわいい額に入れ、息子と孫が４歳になった

時の３月・４月の成長記録、身長と体重を並

べて書いてありました。 

 人との関わり合いのすごさ！この園はすご

い宝物を持っている。 

○○ようちえん 
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 北大阪商工会議所青年部(メン

バー120名)から、代表者として日

本商工会議所青年部へ派遣さ

れ、スリランカ社会主義共和国

（40年前に独立）へ８月出張。 

 

 

○同国は物価上昇が激しく、昼間でも自動車の窓が 

 割られるなど治安はよくない。 

○物価は日本で米価１kg５００円とすれば、現地では 

 10分の１。月２万円あれば１人は充分生活できる。 

○建築はじめ都市開発は盛んであるが、中国人企業 

 が主役。 

○次回は「中国唐山市（天津甘栗の産地）」へ出張交 

 流を図る予定。 

「 よもやま話 」    

  木﨑 信也  会員 

 地区大会ご案内  

  

  

熱中症と戦いながら充実感にひたる 

 

 9月9日（木）午前9時、名神八日市カントリークラ

ブ鈴鹿コース1番ホール、高島叔孝選手の第一打

席は放物線をえがくナイスショット。「2010.Sept．くず

はRCゴルフコンペ」の幕開けである。真夏のような

照りつけが朝から始まっている。精鋭12人は緑一色

の美しい広々としたフェアウエイへスタートして行く。

まもなく汗いっぱい。楽しそうな大きな声がこだます

る。元気なシニアは順調に各ホールを征服してい

く。暑さと戦いながらのゴルフであった。 

 18のホールを終え、「やっと終わった」「ヤレヤレ」。

自分の成績より最後までやれたという充実感にひ

たった。さっそく風呂へかけ込み、汗を流し、疲れを

癒すその爽快さは、また格別である。 

 会食は簡単なもの、ノンアルコールで帰路の安全

を祈って解散。成績は下記のとおりです。 

 

 ＜結果発表＞    ｽｽﾞ ｲﾌﾞ ｸﾞﾛｽ HDCP NET 

優  勝 北川順清  ４２  ４４  ８６  14.4  71.6 

準優勝  米田 勉  ４５  ４５  ９０  18.0  72.0 

 ３ 位  山中 卓  ４３  ４４    ８７   14.4   72.6 

ベストグロス吾郷泰廣 44 38   ８２ 

 

    おめでとうございます！！ 

2010.9.9(木) 

名神八日市カントリー倶楽部 
  

  

 

 

 

 同好会たより 

 

  卓  話 

○地区大会の案内 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「ロータリーの友」の地区担当としての依頼 

 本誌には、内容のある記事を満載しているが、読書

の実績が少ないようにうかがわれる。ついては、本年

の重点実施事項として「ロータリーの友」の読書率向

上を掲げているので何卒ご協力のほどお願いいたし

ます。 

＊2010年10月２９日(金)第1日目 

 （大阪国際会議場） 

 １４：００～１４：４５ 開会式  

 １５：００～１７：００ 分科会 

      （ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ） 

 １８：００～２０：３０ RI会長代理夫妻歓迎晩餐会              

＊２０１０年１０月３０日（土）第２日目  

（大阪国際会議場） 

 １３：００～１７：５０  本会議  

 記念イベント～雅楽とﾊﾞｲｵﾘﾝの至極のﾊｰﾓﾆｰ～ 

 

 (席数に限りがあります 

  ので申込が必要） 

  

 地区大会ＰＲ委員長 

  井川 孝三様   （八尾ＲＣ） 
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第173８回例会出席報告（９月８日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 42名 79.25％ 

    第1735回例会補正後出席率   83.02％ 

メーク 6名  欠席  9名  除外 6名 

    お客様  井川孝三 様  （八尾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 

9/22 

(水) 

・外部卓話 

  

9/29 

(水) 

・卓話 上野徹会員 

10/6 

(水) 

・卓話「職業奉仕月間にちなんで」 

 北村隆職業奉仕委員長 

○本日の配布物 

①第17回５RC親睦ゴルフ大会ご案内 

○本日の回覧物 

①枚方交野交通安全協会会報 

○地区行事等出席報告 

 

  

○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  9/9  松山南ＲＣ   

           9/10 阿波徳島RC    

ニコニコ箱 合計 ¥51,000 累計  ¥321,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊７６年も長い間、生かしてもらったものだと感謝して 

 います。（死ぬまでよろしくお付き合い願います）  

                              山中  卓 

＊入会祝いを頂いたよろこびに！         日野守之 

＊長期欠席のお詫びと久しぶりに皆さんと 

  お会いできたよろこびに              小北英夫 

＊前回欠席のおわび                 嶋田愛親 

今後の予定  報告事項 

定例理事会 

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 

9/20 21 22 23 24 25 26 

       

27 28 29 30 10/1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

       

情報集会 例会

広報委員長 
会議 

外部卓話 例会

例会

秋の交通安全運動 

お 知 ら せお 知 ら せ  

 第２回情報集会のご案内 
 ＊9月２９日(水) 魚慶 １８：００～ 

  送迎バス 樟葉駅前住友三井ＢＫ前 17:30出発 

 ＊会費 ２，０００円 

 ＊締め切り ９月２２日(水) 

 ＊メークアップ扱いとなります 

 献血キャンペーンのお知らせ 
 ＊9月２８日(火)牧野生涯学習市民センター 

  10:00～12:00 13:00～16:00 

  献血にご協力よろしくお願いします 


