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     今週は  金森  市造 会員 

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｢われら日本ロータリアンの歌今日の歌｢われら日本ロータリアンの歌  

   私は、昭和２０年（１９４５年）８月３１日生まれです。

第２次世界大戦終戦後１６日です。私を生み育てる時の環境の劣

悪は、私自身想像出来ないくらい大変だったと思います。 

 子育ての大変さは、自分自身の子育てなど足下にも及ばないと

思います。 

 今、３人の我が子ども達がそれぞれの子どもの親となり子育て

真っ最中を目の当たりにして、改めて我が親に感謝しています。 

 我が妻久子とは昭和４５年１０月２日に結婚式を挙げ新婚旅行

から帰ってきたその日から我が両親、祖母、妹がいる家で同居生

活をし、以来最大７人家族生活をしてきましたが、我が親は他界

し、我が子達は結婚した今は、夫婦２人の生活となり３年目とな

りました。これからの日々を、如何に暮らすか？戸惑いつつも充

実した日々となるよう願っています。 

 

 我が６５年の人生を振り返るに自分自身で「出来過ぎた人生！」だと思いま

す。人生を歩むに大きな転機は誰でもあります。 

 私の人生の第一の転機は、昭和３３年５月中旬です。それは枚方第一中学

校の一学期の中間テストです。それは、隣の殿山第一小学校では、いつも通知簿

の評価が音楽、体育が「２」それ以外は「３」だったので軽い気持ちで母親が保

護者面談に行ったところ、私の点数が目を疑う評価だったので母親は、家に帰っ

て来るなり私に「喜び泣き！」をして結果表を見せてくれたことです。その姿を

見て「俺も出来るんや！」と幼な心に小学校の評

価は何だったのか？とある意味反骨精神が目覚め

てきました。 

  

 その次の転機は、昭和３９年１月１２日（土曜日）です。それは大学受験校を大

阪歯科大学のみに決めることになった日です。 

 進路について、父親が出勤前に私に言った一言が、すごく心に残りました。それが

頭から離れませんでした。寝屋川高校からの帰途いつもは乗らない枚方市止まりの電

車だったので、御殿山まで行く電車をホームで待っていた時、駅前の『木村歯科』の

看板がやけに大きく目に入り自然と「木村清先生（枚方RCチャーターメンバー)に『歯

科大を受験するにはどうすればいいのですか？』という要旨」のことを聞きに伺いま

した。今となっては汗顔の極みのことをしでかしていました。（訳知らずは、つよい

ものですね。）そこからの顛末は、すごくありますので割愛させて頂き、いつかの機会に聞いてやって下さい。 

 

 木村清先生ご夫妻の我が親に言われた『この子が、夢持って来たんや！なんとかなる。受けさてやりなさい！』

のお言葉で、私も決断し「大学受験は大阪歯科大学のみに、そしてもしダメになったときは受験浪人せず、勤めに行

く！」と親を説得し受験したのです。以来今日まで『木村清先生ご夫妻』のことは、毎日思い出して感謝しておりま

す。  

 その後も、今日まで幾多の転機がありました。やるかやめるか？その判断の結果が私の今日があると思います。回

顧すれば、おおむね良い方向に向き自分自身でもびっくりしています。その折々に支えて頂いた人、物に感謝してこ

れからの人生を歩みます。大学入学以後の履歴書については、またの機会に報告いたします。 

歯科大を卒業して10年目 家族旅行 

 

   生後数ヶ月の頃                  4歳の頃            

歯科大卒業して30年目 妻久子と愛犬 
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第第174174５回例会プログラム５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                    〃 

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

●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                           重田 惠年 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  

 

昨日BSテレビを何気なくつけておりました 

 

 昭和３８年頃の鶴岡正義と東京ロマンチカの

懐かしい歌が流れて来ていました。 

 人生？儚いですね。その東京ロマンチカの名

前すら私達夫婦には出て来ません。彼らももう

声が出ません。出ていません。 

 今日は今日で枚方市役所で介護保険の認定委

員会があるのを忘れていまして、皆様に大変迷

惑をかけてしまいました。 

 もう６５歳になりますので、一線を引く準備

をと考えているこの頃です。 

 ２か月前より自分で自動車の運転を止めまし

た。と申しますのも、バックをしていて右後方

                     

   

 会 長 通 信 

の大きな電柱にぶちあたってしまったのです。 

自分ではそんなに注意力が散漫とは思っていな

かったのですが、自信がなくなりました。 

 あとは嫁一本、ロータリー一本でと思ってい

ます。 

 この一年は毎例会時、国家斉唱をしておりま

すが、ソングリーダーの川島さん！素晴らしい

声ですね。 

 今日はみんなでハミングをして、彼の声に耳

を傾けてみませんか？ 

 心が落ち着き元気になります。 

 日本に生まれて日本人で良かったと感じられ

る時間です。楽しみにしています。 

地区大会ご案内 

＊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 

  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～ 
10月16日(土)、５RC団体優勝楯の披露がありました。 
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卓  話 

 

 

用することも可能です。さまざまなサービスが提供され

始めました。 

 このようにコンピューターの利用が大きく変わり始め

ています。 

 この世界の技術は約20年ごとで革命的に変化してき

ました。チャンピオンもIBMからMS，Intelへさらには

Google、Amazonへ変遷してきました。一世を風靡した

チャンピオンも次の時代では花形選手ではありませ

ん。 

 次はクラウドコンピューティングの時代と言われてい

ます。クラウドを使うにあたっての留意点です。 

 外部へ任せるだけに、逆に益々自己管理が重要に

なります。信頼できる事業者を選ぶことが、重要だと思

います。 

  

 

 

 

 

 

 

「クラウドコンピューティングを聞いたことがありますか」  

               辻村 順一 会員 

 今回はインターネット

を利用したITサービス

のお話です。従来パソ

コンはもちろん、サー

バーや文書、表などい

ろいろな業務を処理す

る各種ソフトは利用者の

所有が原則でした。そのためソフトのバージョンアップ

や、サーバーの容量管理など面倒なことが結構ありま

した。クラウドコンピューティングではパソコンはイン

ターネットに接続する道具で、サーバーやソフトはイン

ターネットの中で業者が提供しています。利用者が必

要な時、必要なだけ使える仕組みです。 

 ITに関して所有する時代から利用する時代にという

パラダイムシフトが起きつつあると言うことです。 

 クラウドのサービスの簡単な例ではWEBメールで

す。インターネットに接続さえすれば直ぐにメールが

使えるようになります。ゲームもそうともいえます。 

 もう少し専門的なものとして顧客管理などの各種ソフ

トがあります。従来は専門ソフトを購入していたもの

が、申し込めば直ぐに使えるし、データ保存について

も業者が適切に処理してくれます。一方業務ソフトな

ど自分専用に改良している場合、サーバーだけを利  今週のパシャ！ 

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２回ガバナー杯争奪軟式野球大会開会式 

2010.10.24(日) 於：ﾋﾞｰｺﾝﾊﾟｰｸｽﾀｼﾞｱﾑ 

 

 第3試合は、くずはRCVS大阪大手前RCでした。結果は

14対２でくずはが勝利しました！初戦ということもあってか

若い選手は、力が入りすぎていました！源本選手のひょう

ひょうとしたバッティング、これが極意なのです。次の試合

は、力みすぎずに頑張ってください。まずは初戦突破、お

めでとうございます。 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ利用技術の分類

大型計算機
IBM360 1964

パソコン
MS、intel

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
Google、Amazon

？？

集
中

分
散

接続

単独

Stupid terninal

Smart terninal

 会員寄稿欄 

  ↑死海で泥パック 

  少しはお肌が若返った！? 

 

 

 ヨルダン ぺトラにて → 

 （映画インディ―ジョーンズ 

     最後の聖戦の舞台） 

 

                     200年前の遺跡に感動！！ 
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第１７４４回例会出席報告（10月20日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 40名 74.07％ 

    第１７4１回例会補正後出席率    79.25％ 

メーク 3名  欠席  11名  除外 7名 
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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

10/29

～30 

・地区大会 

11/3 

(水) 

・文化の日 休会 

11/10 

（水） 

・卓話「財団月間にちなんで」川島財団委員長 

・IMのPR 寝屋川RC 

・定例理事会   ・100万ドルランチデー 

11/17

（水） 

・外部卓話 もんぺ座 

○本日の配布物 

  

○本日の回覧物 

・国際ソロプチミスト枚方―中央チャリティバザー券 

○地区行事等出席報告 

 10/23 財団委員長会議            川島 

○地区行事等出席予定            

 10/29～30 地区大会 

 11/13 守口イブニングRC10周年式典   

                      岩本、山口(尚)  

○メークアップ 

 森賢司会員 10/23 伊丹RC  

   

ニコニコ箱 合計 ¥36,000 累計  ¥456,000 

 ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊仕事ができるよろこびに              岡山量正  

今後の予定  報告事項 

100万ドルランチ 

定例理事会 守口EV 

10周年式典 

文化の日(祝日) 

            2010年  １０月～11月 

月 火 水 木 金 土 日 

10/25 26 27 28 29 30 31 

       

11/1 2 ３ 4 5 6 7 

       

8 9 10 11 12 13 14 

       

地区大会 例会

例会

お 知 ら せお 知 ら せ  
 

くずはＲＣ野球同好会 今後の試合予定 

 

＊10月31日10:50～ （サントリー球場） 

  第2試合目  くずはＲＣ 対 大阪平野ＲＣ 

＊11月 3日12:40～ (サントリー球場） 

  第3試合目  くずはＲＣ 対 吹田西ＲＣ 

＊11月21日 9:00～ （サントリー球場） 

  第1試合目  くずはＲＣ 対 吹田ＲＣ 
   

    会員の皆様、応援よろしくお願いします！ 


