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     今週は  今中 七郎 会員（チャーターメンバー） 

われら日本のロータリアン 

一つの仕事をする時も 

真心こめて考える 

これは誠か真実か 

♪♪今日の歌｢われら日本のﾛｰﾀﾘｱﾝの今日の歌｢われら日本のﾛｰﾀﾘｱﾝの歌」♪歌」♪  

   平成２２年５月２９日京都白川荘にて 

 
 戦 前 

 私は大正１２年１０月６日、枚方市三矢、塩熊の８人兄弟の７人目四男として生まれまし

た。昭和１０年代、軍国主義台頭の真っ最中に、青春時代を送りました。 

 三男は当時の花形海軍航空隊に志願、ハワイ海戦に参加し、後ブーゲンビル島沖海戦に

て戦死、長兄は中支派遣軍に、次兄は内地に、私は現地入隊で北支派遣軍の北京の部隊

で初年兵教育を受け、南京予備士官学校を経て中支派遣軍の南昌の部隊に配属され、昭

和２０年初頭、本土防衛要員として東京世田谷の三宿の部隊に転属になり、東京大空襲（３

月１０日）の数週間前に東北軍管区青森の弘前に転属になり終戦を迎える事になりました。 

 今だに予備学生に志願して、櫻花の如くはかなくも散った学友、等々、８月１５日、１２月８

日にはなまなましく思い出されます。 

 

戦 後 
 月面の様な廃墟から始まっ

た日本。唖然として数週間を

過ごしました。折りしも大先輩

より女子学園に来いとの命令

があり、これも御縁と思い、就

職。約２５年間、病に倒れるま

で務めました。その間いろいろ

なことがありましたが、未だに７０才～８０才までの卒業生より数組、数回、年に会合するチャンスを得て人生を力強く

生き抜いて来た女性のパワーをもらっています。 

 

 昭和４９年本クラブ創立にあたり、初代会長徳田正也氏よりお

話があり参加いたしました。 

 私の人生の約半分はロータリークラブと共に歩んできました。

幸いにも大過なく送ることができましたのは、ひとえに会員の皆

様方の正に会員力によるものであると痛感しています。 

 現在我が国は長寿世界一。百歳以上の方、４万人余り、米寿

など未だ未だ若く青二才の感じがいたします。今後とも皆様方

何卒よろしくお願い申し上げます。 

     昭和２０年８月 

  平成２２年３月３０日京都御所にて 

 

 

   昭和５０年３月２６日認証伝達式 大阪ロイヤルホテルにて 
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第第17411741回例会プログラム回例会プログラム  

●１２：４０ 開会の点鐘            岩本会長            司会 山口(彰)SAA            

●友情と親睦の握手             全会員 

●国歌斉唱                                       〃 

●ロータリーソング                〃 

 ｢われら日本のﾛｰﾀﾘｱﾝの歌」                                            

●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「皇帝の話」               上野徹 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  

この頃私はすぐ泣く！！ 

 

 私の尊敬する藤原正彦さんの言葉によると美

しいふる里がなくなりつつある今、どうにかし

たいと心ある日本人の誰もが考えているであろ

う昨今、最近家族で口ずさむ曲が少なくなっ

た。 

 子供が集まって歌を歌っている姿を最近見る

事がない。父親の風呂場からもれ聞こえてくる

歌など思い浮かばないであろう。藤原先生が

夜、車の中で聞く歌で必ず泣ける歌があると言

われ、その歌は昭和１０年代の高橋掬太郎作

詞、池田不二男作曲「雨に咲く花」だそうで

す。昔の流行歌には国家の品格ならぬ歌謡の品

格があったと言われます。(私は美空ひばりのリ

ンゴのふるさとは～ではじまる津軽のふる里が

大好きで、なぜだかわかりませんが心がしんみ

りします) 

 これ等は日本の情緒を凝縮した文化遺産だと

言われています。 

 情緒とは野に咲く一輪の花を美しいと思う心

です。野に咲く一輪の花の美しさに感激して、

それに愛情を持つと言う事なのですと彼は言う

のです。そういう事が愛すべきふる里の再生に

つながるのではないでしょうか。 

 昨日、最愛の嫁とくずはモール迄その雨に咲

く花のＣＤを買いに行きました。 

 戦後青江三奈もジャズのフィーリングでブ

ルースを歌う感じでカバーしている曲がある様

ですがありませんでした。井上ひろし氏も歌っ

ていた様ですがそれもありません。 

 あったのは石原裕次郎が歌っているのがただ

一枚あったのです。 

 会 長 通 信 

枚方RC 堀田修平様    衆議院議員 平野博文様 

 先週のお客様 

 石原裕次郎といえば、三代前のケイ･キャッ

トの社長 服部四郎さんを思い出します。彼は

黒部のダム建設の時の責任者の様で、裕次郎

さんのゴールドディスク５枚セットを「自分

が持っているより岩本さんあなたが適任で

す。」と言ってその凄いゴールドディスクＣ

Ｄをプレゼントされた事を今でも恐縮してい

ます。 

  およばぬことと諦めました。 

   だけど恋しいあの人よ。 

  ままになるならいま一度  

   ひと目だけでも逢いたいの。 

  別れた人を思えばかなし 

   呼んでみたとて遠い空。 

  雨に打たれて咲いている。 

   花があたしの恋かしら 

  はかない夢にすぎないけれど 

   忘れられないあの人よ。 

  窓に涙のセレナーデ。 

   ひとり泣くのよ。むせぶのよ。 

                       

  また泣いた！！ 
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 枚方では色々な面でご指導を頂

き、本日はまた貴クラブでお招き

下さいまして感謝申し上げます。

沖縄へ出向く瞬時とて、最近の所

見を簡単に申し述べます。 

 

 

 

１）官房長官時代の暮らし 

①総理の補佐、管理者としてお守り役を勤めるため、総 

 理官邸のすぐ傍に単身赴任。外出などすべての行動は 

 一時間以内に戻りうる場所に居なければならない。 

②入浴時間中でも電話が受けられるよう受話器を携行。 

③予て前鳩山総理の補佐役として常時勤め、秘書として 

 サポートしてきていた経緯もあってか官房長官に選任さ 

 れた。 

 

２）苦労した数々の問題 

①前総理の遺産贈与財産等の処理問題 

 （贈与税はじめ資産管理問題） 

②沖縄基地と安全保障対策問題（現空港の土壌など地 

 盤対応と跡地の観光地としての活用問題） 

③資源確保のための外交政策(ODA対策、中国をはじめ 

 インド、ベトナムなどアジアを中心とした経済発展策） 

④高齢化社会への対応策 

 ・内需振興策 ・雇用確保策  

 ・医療費(年一兆円宛増)捻出策 

⑤中産階級の安定策(働く場所と居場所の確保策） 

 

３）差しあたっての課題 

①中央集権から各地方への分散策 

②北河内郡から摂津の国への淀川橋梁建設策 

③年配者と若い人とがそれぞれの居場所を求めて共生 

 できる社会の造成 

④ロータリーのモットーとする社会を支えあう新しい力の 

 養成 

 

 今週のパシャ！ 

「進むべきこれからの日本」 

 衆議院議員（前官房長官） 平野博文 様   

出席者：初木、北村、小西、南、岡山 高島、上野、山口(彰)、 

     山口(尚) 以上９名 

卓  話 

秋の交通安全パレード参加 2010.9.21(火) 枚方市駅 

 

秋の交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施 2010.9.22(水) 樟葉駅前 

出席者：初木、日野、岩本、駕田、金森、北村、三木、南、源本 

    高島、玉村、上野、山口(彰)、山口(尚)、山中 以上１５名 

 早朝より京阪樟葉駅前にて、啓発グッズ（絆創膏）の配布 
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第１７４０回例会出席報告（9月22日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ３９名 ７２．２２％ 

    第１７3７回例会補正後出席率   ７７．３６％ 

メーク ４名  欠席  １２名  除外 ７名 

   お客様  平野博文様（衆議院議員) 

          堀田修平様（枚 方 RC) 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 
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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 

・100万ドルランチ 

・定例理事会 

10/13 

(水) 

・卓話「米山月間にちなんで」 

 粟津直晶米山奨学委員長 

 米山奨学生 李侖錫(イユンソク)君 

10/20 

（水） 

・卓話 辻村順一会員 

10/27 

(水) 

・卓話 重田惠年会員 

○本日の回覧物 

・大東亞戰爭海軍作戰寫眞記録 

○地区行事等出席報告 

 9/21 交通安全パレード  初木、北村、小西、南 

        岡山、高島、上野、山口(彰)、山口(尚) 

 9/22 交通安全啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 初木、日野、岩本 

      駕田、金森、北村、三木、南、源本、高島 

        玉村、上野、山口(彰)、山口(尚)、山中 

 9/24 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝチラシ配布     

           岩本、北村、木﨑、三木、高島、上山、山本 

 9/28 献血キャンペーン  

     足立、初木、岩本、木﨑、北村、小西、宮田 

     岡山、高島、上山、上野、山口(彰)、山本 

○地区行事等出席予定                      

 9/30 地区研修委員会             金森 

 10/9 青少年奉仕正副委員長会議 源本、林(克) 

 10/23 財団委員長会議            川島 

 10/29 地区大会（1日目） 

 10/30 地区大会（２日目） 

ニコニコ箱 合計 ¥18,000 累計  ¥349,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊北河内柔道大会が無事終了          駕田  毅 

＊平野先生の卓話を頂いて            藤原和彦 

＊ビジターでお世話になります    枚方RC堀田修平様 

今後の予定  報告事項 

地区研修 
委員会 

            2010年  ９月～１０月 

100万ドルランチ 

月 火 水 木 金 土 日 

9/27 28 29 30 10/1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

       

11 12 13 14 15 16 17 

       

情報集会 

例会 定例理事会 

例会

例会

献血 

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 

 ＊メークアップ扱いとなります  

＜５RC親睦ゴルフ大会のご案内＞ 

＊日  時 ２０１０年１０月１６日（土） 

＊場  所 交野カントリークラブ 

       交野市倉治2937 電話892-1102 

＊参加費 ﾌﾟﾚｰ費¥19,000- 参加費¥10,000- 

＊その他 締切9月29日(水)  

青少年奉仕正
副委員長会議 


