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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   藤原 和彦  会員 

 

奉仕の理想に 集いし友よ 

 御国に捧げん 我等の業 

望むは世界の 久遠の平和 

 めぐる歯車 いや輝きて 

永久に栄えよ 我等のロータリー 

♪♪今日の歌｢今日の歌｢  奉仕の理想奉仕の理想  」♪」♪  

 
 私は昭和９年６月に城陽市長池で４人兄弟の次男として生まれました。昭和１６年４月国民学校に入学、その年の

１２月に太平洋戦争が勃発、父は鉄道員で通信ができたので兵役は免れたようです。 

 しかし、１９年夏ごろから戦争が激しくなり、１６才になった兄に村役人並びに隣組長から「男ばかり４人の子どもがい

るから長男を予科練に入るよう」と執拗に勧めてこられたが、祖母は、「この戦争にうちの孫は一人たりとも予科練には

行かさない」とガンとして判をおさなかったことで、村中の評

判になったようです。 

 父は２０年８月１６日終戦の翌日に紀州白浜町富田の駅

長に赴任し、さらに６年後大和香具山の駅長に転勤しまし

た。私もその都度学校を３度変わることになりました。 

 

 昭和２８年３月に大和の桜井高校を卒業し、４月に

税務大学校大阪支所に入学、６０年７月５０才で辞職するま

で３２年間税界におり、直税関係の調査官として税務署で２

２年間、国税局で１０年間勤務し、税の調査に明け暮れて

いました。税務署在職中は、ストレス解消のため、趣味としていた、麻雀、パチンコ、海釣等、さらに1日５０本ほど吸っ

ていたタバコを、税理士事務所を楠葉並木で６０年９月に開業したその日からきっぱりと止めました。そうして、心機一

転、税理士業務に邁進することを誓い、今日に至っています。 

 

入会当時の状況 

 入会は昭和６１年１２月３日で、会員数は４２名でした。例会出席

率は、補正後概ね１００％でした。私も例会は無欠席を続けようと覚

悟を決め実行した結果、連続２２年間皆出席を通すことができまし

た。 

 平成１４年７月から会長を命じられ、テーマを「意識して例会に出

席しましょう」とし、出席率の向上に努めました。翌年の５月には、

枚方ロータリークラブと協賛で枚方市に「デジタル温度計塔」を寄贈し、枚方市駅南口に設置しました。 

 最後に一言、入会させて頂いてから２５年の長きにわたり大過なくすごし、さらにそれぞれのイベントに参加できた

ことについて感謝し、くずはロータリークラブが今後ますます発展充実することを祈念して筆を閉じます。 

 

 昭和５５年大阪国税局主任税務分析専門官当時 （写真前列右が私） 

 

2003年6月 枚方市駅前南口 デジタル温度計塔寄贈式 
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第第17461746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                    〃 

 「奉仕の理想」                       

●お客様紹介                       親睦委員   

●インターシティミーティングＰＲ           ホストクラブ 寝屋川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「ロータリー財団月間にちなんで」      川島吉博財団委員長 

●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  

●本日の会合 

＜定例理事会＞ 

 岩本、高島、山口(尚)、山口（伊）、小西、山口（彰）、初木、北村、岡山、南、源本、米田 

 

ひざを叩き唸る文章に出会った！！ 

 

 こんな日本にだれがした第２弾、我が国

は金銭崇拝から歴史的にもっとも遠い国で

あった。 

 それがたったここ１０年程で金銭亡者で

満たされてしまった。 

 室町末期に来日したキリスト教宣教師以

来、幾世紀にもわたり訪日した外国人によ

り世界で最も道徳的と賞讃された国民が法

律に触れないなら何をしてもよい、などと

いう思考に傾き始めてしまった。 

 そして大人も子供も勝ち馬に乗る事ばか

りを考える様になった。 

 自らの信条を貫くという事を軽視あるい

は軽侮するような風潮までが表れて来てい

る。 

 生き馬の目を抜くような社会となり、図

抜けてよかった治安さえ乱れてきている。 

ここ１０年の「構造改革」はもはや改革と

は言えないレベルに達し、未だ続いている

熱病と言っても破壊活動と言ってもいい。 

 地区大会出席されました方は、アテンダンスカード 

 を事務局までご提出ください。 

 （メーク扱いになります） 

 会 長 通 信 

 とりわけ小泉政権以降の７年間を一言で

評すると「よくぞこれほど祖国日本の国柄

を壊してくれた」である。 

 お金より大事なものがいくつもあるとい

う独特の国柄の特徴が一つも出て来ない。 

だから国民の間に漂う閉塞感はいつまでも

一向に晴れないのである。 



Page 3 「ロータリーは家族」第17号 

卓  話 

 

 

 「長持ちする住宅」が造られ、街並みに「地域の文

化」が醸成され、そして「中古住宅の取引市場」がしっ

かりと整備されたなら、住宅の価値が落ちないと思い

ます。価格が落ちないどころか、その住宅や街並みに

は独自の歴史や伝統が織り込まれ、さらに価値を増す

ことになると思います。これは、戦後からこれまでの日

本にはなかった概念です。しかし、すでに時代はその

概念に向けて方向転換を始めました。自分自身の住

まいがいつまで長持ちし、いつまでも価値の落ちない

社会資産であり続ける、「ヴィンテージ住宅」とでも呼

ぶにふさわしいものになると思います。 

 余談ですが、私の会社では枚方では唯一だと思い

ますが、長期優良住宅を手掛けております。簡単に説

明しますと建物が最低３０～５０年持つように耐震等級

２以上、当社は耐震等級３を取っています。構造として

は次世代省エネ仕様、劣化しにくい材料の仕様、基

礎幅は通常１２センチですが、１５センチの基礎幅にな

ります。一般住宅では建築確認申請だけですが、その

他に長期優良住宅の登録住宅性能評価機関の認定

が必要になります。 

資産性の鍵をにぎる 「建物の耐久性」と「街並・コミュニティ」    重田 惠年  会員 

 今、日本の中古住宅平均価

格は新築時の約６０％、一方

アメリカにおける中古住宅価

格の平均価格は約８８％、平

均で８８％という事は、中には１

００％を超えているもの、つま

り、その価格が上昇しているも

のもあるという事です。住宅の価格上昇というと、日本人

はどうしても土地価格の上昇をイメージしがちであります

が、ところが、アメリカはそうではありません。建物の価値

がまったく落ちず、土地と建物一体での住宅として、そし

て住宅が立ち並ぶ街並み全体として、その価格が高く

評価されます。 

 「住宅の価値は、一にも二にも立地(ロケーション)」と日

本でもよく言われることですが、日本におけるその概念

がもっと拡がりをもったイメージ、その住宅を取り巻く価値

全体の雰囲気。そこに住まう住民たちの集合価値観、コ

ミュニティの形成、その地域の文化や歴史、伝統を含め

た立地、そんな人々の生活全体をデザインする上での

立地というイメージです。 

 今週のパシャ！ 

ガバナー杯軟式野球大会報告 
 去る11月3日(水)サントリー球場にて第３試合目が開

催されました。当クラブの対戦相手は、昨年コールド負

けをした強豪チーム「吹田ＲＣ」。結果は残念ながら1

点差で負けましたが、素晴らしい試合でした。 

 

大会第１日目 分科会（会長・幹事会）  

ピッチャー米田会員とショート源本会員の見事な牽制プレーで

二塁ランナーをアウトに！くずはの強さ、ここにあり。 

 地区大会報告 

10月29日(金)～30日(土)地区大会開催されました。 

於：大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル 
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第１７４５回例会出席報告（10月27日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ３６名 ７０．５９％ 

    第１７42回例会補正後出席率   ８３．９３ ％ 

メーク １２名  欠席  ９名  除外 ４名 
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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

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 

 

11/24 

(水) 

・卓話 山中卓 会員 

 

12/1 

（水） 

・クラブ全員協議会年次総会 

・定例理事会 

・外部卓話 枚方税務署署長 大井田博様 

・10万ドルランチデー 

○本日の配布物 

①ロータリーの友11月号 

②クリスマス家族例会ご案内 

③ロータリー財団寄付のお願い 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信11月号 

○地区行事等出席報告 

10/29地区大会 岩本、山口(尚)、駕田、森 

10/30地区大会 岩本、山口(尚)、山口(伊)、山口(彰) 

       宮田、山中、北村、初木、上野、山本(正) 

       南、川島、林(宏)、森 

○地区行事等出席予定            

11/13守口イブニングＲＣ10周年式典 岩本、山口(尚) 

11/19IIM担当者会議 

ニコニコ箱 合計 ¥11,000 累計  ¥467,000 

 ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊無事卓話を終えて                重田惠年 

＊初戦、勝利の喜びに！             源本将人 

＊野球大会初戦、暴投のおわびに       山口彰夫 

今後の予定  報告事項 

例会

100万ドルランチ 

定例理事会 

守口EV 

10周年式典 

IM担当
者会議 

(祝日) 

外部卓話 

            2010年  １1月 

月 火 水 木 金 土 日 

11/8 9 10 11 12 13 14 

       

15 16 17 18 19 20 21 

       

22 23 24 25 26 27 28 

       

例会

例会

お 知 ら せお 知 ら せ  

 今後の試合予定 

＊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！ 


