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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  磯田 勝信 会員 

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」  

 ◎いつのまにやら… 
 私は昭和10年旧海軍、呉軍港の呉市で職業軍人の父三治、母良子の次男として生まれました。非常に厳しい父、

大変やさしい母でした。いつのまにやら今年9月８日の誕生日には後期高齢者に仲間入り致しました。アッと云うまの

人生75年間です。 

 

◎生いたちは… 
 昭和19年の後半から呉市は連日米軍の空爆で日夜避難の連続でした。20年5月に

は呉市街は殆んど全滅しました。3歳年上の兄は既に広島県の山奥に集団学童疎開

をしていましたが、私は市街地が全滅した数日後、母に連れられ父の郷里（米子市か

ら１２Ｋmほど山の中）へ縁故疎開させられました。転入した学校では疎開人がイジメの

対象です。例えば人前で下着を脱がされるのです。今頃の比ではありませんでした。 

 また、辛く忘れられない思い出の一つ。母が呉に

帰る途中、風呂敷包みを片手に１００米ほど離れた

道路から校舎に向かって懸命に手を振っていまし

た。子ども心にもこれが母との別れかと授業中、涙、

涙の一時でした。忘れることが出来ません。 

 そして８月１５日全生徒が近くの神社で雑音で聴き取れない玉音放送を聞いて

敗戦を知りました。 

 ２１年春、一家は呉の全財産を換金して、父の郷里に３反余りの田んぼを買って

一転不馴れな貧乏百姓として再出発しました。以後、貧苦、忍耐、屈辱の連続で

した。中学、高校と田舎で過ごし、３０年春、大阪の銀行に就職した兄を頼って現

金２千円、米３升、父の古い背広一着を貰って大阪にでました。東京オリンピック、

新幹線、名神開通など日本の高度成長の最中でしたが、数カ所の職場を転々と

して３８年８月、願望叶って独立しました。２８才でした。多くの先輩諸氏に感謝し

ているこの頃です。 

◎現在は… 
 私の会社はペイント製造業です。創業以来約５０年、色を売って色で悩んでいます。毎朝７時に出社して、午後２～

３時に退社します。気儘な勤務をしています。全営業エリアを１３地区に分けていますが、沖縄地区だけを私のエリア

に残しています。（沖縄は車いすに乗っても行き続けたいです。） 

 このところ、若さの維持におねーさん達のエキス吸収に日夜努めています。実は私の自慢（自己満足）？している

事が一つあります。それは年齢以上に若く見られる事です。それも人様より１０才以上も若いそうです。その証明は年

数回訪れる沖縄が舞台です。若いホステスさんが数人集まると時々歳当てゲームを開きます。参加料は一人１００円

です。正解者には賞金１万円です。賞金がかかっているので「ゴマスリ」はありません。答えはいつも６５才前後です。

見かけだけは１０～１５才も若いんです。嬉しいです。妻は『メデタイ人ですね。』と笑っています。 

 結果！！「お酒はウマいし一人悦に入っています。ハッピーな人生です。」アハハ… 

 

◎お詫びとお礼 
 このたびの「私の履歴書」の寄稿に際し、欠席の多い私にもご指名下さり恐縮しております。お詫びとともにお礼申

し上げます。クラブの発展と会員皆様のご健勝、ご多幸をお祈りしております。 

 

毎年１1月3日高校体育必須で登っていた 

紅葉の大山を背にして 

苦しかった終戦直後の一時 
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第第174174７回例会プログラム７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     

●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               

●外部卓話「もんぺ座活動経歴」         もんぺ座座長 犬伏様 

●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  

クリスマス会へのお誘い「私とロータリー」 

           岩本文恵－会長夫人 

 入会して20年になるとの事、主人が入会させて

いただきまして20年という事ですが、私にとって

も20年、家族にとっても20年になるのです。 

 はじめアサヒ屋さん、今は故人になられました

が金銅さんが我家に来られ両親と話し、主人とも

話し、帰り際に私に「お母ちゃんエエベベ着てい

かなあかんで」と言われました。入会して間もな

く初めてのクリスマス会。太閣園だったと思いま

す。あの頃はクリスマス会はまず奥様同伴が条件

みたいでステージへ上り、新会員紹介もあった気

がいたします。一番入口の末席で、厚生年金病院

の田伏先生ご一家とご一緒させていただきまし

た。北海道での新婚生活など楽しくお話しさせて

いただいたのを覚えています。でもドアを開け、

入った時の緊張感、圧迫感を感じましたのも覚え

ております。 

 本当に私事ですが、あの頃20年前、我家も酒屋

が主で忙しい家業でした。12月は一日も定休日な

し、住み込みも4人いて朝から晩まで大忙しの毎

日でした。クリスマス会は12月、それも押しつ

まった20日頃、考えられない時の外出、それはそ

れは大変な事でした。12月の20日頃、2人そろって

出て行く事が大変ダッタのです。主人が出て行く

事は仕事でもあるのですから当たり前ですが、私

が出て行く事が大変で20日のために12月に入って

から20日になるまで家の中が事なくスムーズに進

行するよう努力し、20日は主人が先に出て私は仕

事も家の中もOKの状態で出て行きました。バタバ

タしているけれど、せめて家を出たら会場の席に

着いたら、大いにゆったりゆっくり楽しませてい

ただこうと張り切って出かけたのです。その頃、

息子も高校生、娘たちも中学生だったかしらと思

います。 

 帰りはクリスマスという言葉にもお酒にも酔い

二人で手をつないで家まででも歩きたかったくら

 会 長 通 信 いです。そんなにしてまで出かけたクリスマス

会、楽しくなかったらダメでしょう。一人ぼっち

じゃつまらないでしょう。主人のためでもありま

すが支度までして出席したクリスマス会、大いに

楽しまなくちゃあ。その人に会えるからと思える

人もつくらなくちゃあ。同じような家族構成でも

あるMYさん、KHさん、お二人ともとても素敵な方

で一年に2～3回あう事をとても楽しみにしていま

したがその内、姉妹のような親しい関係にもなっ

てきました。 

 子ども達も上の男の子が大学入学とともに一緒

に出席するようになったと思います。やっぱり12

月は家中が忙しい毎日、クリスマス会での3時間は

我家族にとってゆっくり顔を見て、ゆっくり食事

して、ゆっくり語れる囲いの場として来たので

す。子ども達もおかげ様で一年一年成長してきま

した。私たち夫婦がロータリーは楽しいと思って

いますので当然子ども達もそう思っています。自

然に人前に出ても臆する事なく話ができたり、話

を聞けるようになりましたのもロータリークラブ

のおかげと感謝いたしております。 

 ある先輩奥様から「私の主人はロータリーアン

なのよと胸を張って自慢すればいいのよ。そんな

権威のあるロータリークラブなのだから。」又、

ある奥様から「昔はね、年が明けると今年のクリ

スマスは何を着ようかしらと新しいお着物をつ

くったものよ」と。お衣裳はともかく奉仕の理想

に集いロータロークラブ。ありがとうございまし

た。20年間、私も40～60才まで捧げ、あのおとな

しい口下手から少々お話もできるようになり成長

させていただきました。主人も入会させていただ

きました頃は前へ前への精神と若さもありで、新

しい道をドンドン進み今に至りました。私と家族

はただひたすら必死にしがみつき、ついてまいり

ました。楽しい20年間でありました。 

 私としては主人の大きな背中の横から、またど

んな素敵な方にお会いできるのかしらとワクワク

しながらロータリーをのぞいています。 
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おめでとうございます！ 
 IMのPRにお越し下さいました岡田光司様・田邉司郎様（寝屋川RC）  

指名委員に選任された者、並びにその経緯と今後 

 １０月６日、理事会にて指名委員選任について岩本

会長、山口会長エレクトに一任を理事会は、承認しま

した。続いて１０月２０日、これを受け岩本会長・山口

会長エレクトは、以下の選任者５名を選任し理事会

に諮ったところ追認されました。 

指名委員に選任された者 

□会長／岩本□会長エレクト／山口（伊）□理事／

北村［選任区分／歴代会長］□副会長／高島［選任

区分／歴代幹事］ □幹事／山口（尚）［選任区分／

歴代幹事］１０月２０日、第一回の指名委員会を開催

し、委員長に北村会員を選出。２７日の例会時に北

村委員長より簡単に経緯を会員に報告させていただ

きました。今後は、１１月２４日に次年度理事役員の

氏名を公示し、１２月１日クラブ協議会において会員

の承認を頂戴するスケジュールで現在調整中です。 

 先週の例会 

 今週のお客様 

 

  

 

  

         

 指名委員会より 

 お誕生日祝 平尾公介会員  入会記念日祝 高島叔孝副会長 

 入会記念日祝 北川順清会員  入会記念日祝 山本正夫会員 

入会記念日祝 岡山量正会員   入会記念日祝 岩本昌治会長 

                          (高島副会長から) 

卓  話 

 くなって死に至ることもありますし、足がまひして歩け

なくなることもある恐ろしい病気です。 

 

        

     ロータリー財団特別寄付 

        ご協力ありがとうございました。 

 初木賢司会員、駕田  毅会員、國田欣吾会員 

 三木 彰会員、辻村 順一会員、岡山量正会員 

 西田英夫会員、米田  勉会員、川島吉博会員 

 

 

 

 

 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間にちなんで」  

               川島吉博 委員長 

 国際ロータリーが掲げてい

る「ポリオプラス計画」につい

て、全世界において2008年

では１６３３件のポリオ発症例

がありました。しかし2009年

には1008件、2010年では349

件に減少、国際ロータリーが

掲げているポリオ撲滅の目標に一歩づつ近づいており

ます。世界中の子どもたちにポリオワクチン投与をする

ため、会員の皆様、財団へのご寄付をよろしくお願い

いたします。 

 ポリオとは…「小児まひ」といった方がわかりやすいか

もしれません。かつて、日本でも大流行をしたことがあり

ますが、ポリオウィルスは手や足などにまひを起こさせ

ることがあります。肺の筋肉がまひすると、呼吸ができな
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第１７４６回例会出席報告（11月10日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 37名 68.52％ 

    第１７4３回例会補正後出席率   78.85％ 

メーク 4名  欠席  11名  除外 8名 

 お客様 岡田光司様・田邉司郎様（寝屋川RC） 

       李侖錫君 (米山奨学生) 
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11/17

（水） 

・外部卓話 「もんぺ座の活動経歴」 

      もんぺ座座長 犬伏様 

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 

・100万ドルランチデー 

11/24 

(水) 

・卓話 山中卓 会員 

・第3回情報集会  

 於：肉の松阪 サンプラザ店 18時～ 

○本日の配布物 

①もんぺ座プロフィール 

②鹿港東ＲＣ（台湾）5周年式典について 

○本日の回覧物 

・奄美大島豪雨災害義援金箱 

○地区行事等出席報告 

10/30地区大会(出席者追録)            上山 

11/13守口イブニングRC10周年式典 岩本、山口(尚) 

○地区行事等出席予定 

11/19IM担当者会議                 日野       

ニコニコ箱 合計 ¥23,000 累計  ¥490,000 

 ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊入会記念品を頂いたよろこびに         高島叔孝 

＊入会記念品をいただいてありがとう       吾郷泰廣 

＊入会記念品を頂いたお礼に           北川順清 

＊入会記念品を頂いたお礼に           山本正夫 

＊IMよろしくお願いします              寝屋川RC 

１１月１１月  祝入会記念日祝入会記念日  

  

原田武夫会員（H2年） 

岩本昌治会員（H3年） 

北川順清会員（H４年）  

高島叔孝会員（H４年）  

今西義人会員(H7年) 

畠仲  聡会員(H8年) 

岡山量正会員（H8年） 

若林尚史会員(H8年) 

山本正夫会員(H8年) 

おめでとうございます！ 

１１月１１月  祝お誕生日祝お誕生日  

  

  稲田博旭会員（4日) 

  平尾公介会員（25日) 

  中谷賀久会員(26日) 

  

 

今後の予定  報告事項 

例会 情報集会 

100万ドルランチ 

定例理事会 

IM担当
者会議 

            2010年 １１月～１２月 

月 火 水 木 金 土 日 

11/15 16 17 18 19 20 21 

       

22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30 12/ 1 2 3 4 5 

       

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 

 

＊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！ 


