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     今週は   平尾 公介 会員  

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｢我等の生業」今日の歌｢我等の生業」  

 ○子供の頃から卒業まで 
 昭和13年、淡路島洲本市本町商店街の薬局の長男で生まれました。父は旧制洲本

中学(現洲本高校)の物理・化学の教師、母は薬局を営んでいました。父は私が8歳の

時（昭和21年）肺結核で亡くなり、母に育てられたので母子家庭ですが、当時母の営

んでいた薬局は兵庫県で５指に入る大きな薬局で、従業員が６～7名、お手伝いが2

名ほどいて、母の収入は父の10倍以上あったようです。当時は保険のない時代で、病

院で金が無くなると退院という時代で、母は薬を大抵作っていました。夜、従業員と共

に母が分量をはかり、四角の薬包紙に包んでいく。これが大変いやでした。お客様は

田舎から出てきて、１ヶ月分の胃腸薬、便秘薬等を買って帰ります。目薬も作っていま

した。ある時、母に聞いたことがあります。３００円で買ったあの人の薬はいくら位か

かっているのかと、「大きな声で言えないが、多分５～６円位…。」母が自分で値をつ

けて…良い時代でした。 

 また、母は大変読書が好きで、母の兄弟はみ

んな当時、最高学府を卒業しており、明治生ま

れの貧乏士族の末らしく、見識のあった人でした。当時の薬局は覚醒剤も、

抗生物質も自由に売れましたがヒロポンと言われた覚醒剤は「これはあかん」

と言って、禁止となる一年程前から売らなくなりました。 

 私の家は自由な家風でしたが、私は親の言うことを聞かない子でした。昭和

２８年１４歳（中学３年）の時、勉強のために東京に行きたいといい、母のＯＫを

取りました。母の兄の家に住まわせてもらい、東京のそこそこ有名な高校に行

き、大学受験となりました。 

 母は、私を医師に、妹は薬剤師にと考えていたようで、ある私立の医大を受

けるように勧められましたが、私は東大、慶応、早稲田そして母の顔を立て、

ある国立大医学部(二期校)を受け東大以外は全部合格し、慶応に決めまし

た。妹は母の言うとおり、薬大に行き、母の跡を継ぐつもりが医師の家に嫁に

行きました。 

 幼稚園の頃は紙芝居は雲にそびえる高千穂の建国神話、そして国民学校

に入学し、小学校になり、主として義勇、公に奉じ、とか二宮金次郎でした。私の３～４年後からは教育は全て変わり

ました。ここに大きな断層があり最近の若い人の暗いニュースを聞くたびに家庭での教育、学校での教育、住みやす

い環境がよくないと、犠牲者が出るのです。昭和２０年代の貧乏だった時代、子供はみんな明るく元気でした。教育

は全て時代と国のかたちに会うように変えなければと思います。共産主義は宗教のようなものその上暗いですね。少

なくとも経済学ではありません。 

 母にすれば、後継者がいなくなったのですが、薬局も落ち目な時代で、別にさばさばした様子でした。就職というこ

とになり、某有名損保会社にいくことになりましたが、給料は大変良く勤務時間も短かかったのですが、金融機関は

私に合わないと思い、学校は関係していなかったので断りに行きました。大阪の従業員が５００名程の中小企業に入

りました。この話は又の機会に… 

○これからのこと 
 いずれにしても人間一生、塞翁が馬、サラリーマンを１５年、３８歳で独立して、今に至っています。枚方に住むよう

になって３４年、これも何かの縁でしょう。ロータリーライフも２４年、これからもいろいろのところで 友の輪を広げて行

きたいと思ってます。よろしくお願いします。 

  

 

淡路薬局の大谷おばちゃんと。薬剤師で私をよく

可愛がってくれました。 

わたしの後ろが母、左が妹 (昭和15年頃) 

店の前で三輪車に乗って(昭和14年) 
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第第174174８回例会プログラム８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  

●入会式 （田中一眞新会員） 

●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                          宮田明会員 

●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 

●本日の会合  

＜指名委員会＞ 

 岩本、山口(伊）、北村、高島、山口(尚) 

＜新会員オリエンテーション＞ 

 高島、田中(一)新会員 

＜第３回情報集会＞肉の松阪 サンプラザ店 18時～ 

 足立、吾郷、初木、林(克)、平尾、今中、稲田、駕田、北川、北村、國田、三木、南 

 源本、宮田、森、中村、中西、中谷、西田、岡山、重田、嶋田、橘、玉村、上野、上山、山口(彰) 

 山口（伊）、山口(尚)、山中、米田 

 ソ連は本当に信用できません。大東亜戦争は

1945年8月15日、日本の降伏という形で終了しまし

た。その直前の8月9日ソ連軍は敗色濃い日本を見

て日ソ中立条約を破って突如満州に攻め入り参戦

して来ました。 

 ソ連軍は8月15日以降も攻撃を続け8月末には満

州全土、北朝鮮、樺太及び千島列島を占領しまし

た。この時占領下におかれた日本人は270万人でし

た。この内150万人近い人が婦女子を含む一般在留

邦人でした。略奪、暴行、強姦、殺人なんでもあ

りです。 

 その為に何十万人の一般日本国民が理不尽な事

で犠牲になりました。こんな火事場泥棒の様なや

り方に怒りを感じませんか？ 

 その当時は戦争に敗けた時ですから何もおおっ

ぴらに文句は言えませんでした。ですがこの責任

はソ連にあるのです。 

 歴史の事実を見てもしなければいけない事はた

くさんあります。今、日本は100歩譲っても北方四

島に関しては申さねばなりません。 

今、日本は北方四島の事でロシアと気持ちを通じ

 会 長 通 信 

る事は出来ていません。 

 ロシアの方が本当は日本人に対して努力をする

べきです。それなのに日本人の心を踏みにじった

行為ばかりをしています。 

 この国と本当に真剣にみなさん心を通じる事が

出来るのでしょうか。信用出来ませんよね。 

 先週の例会 

１１月お誕生日祝 中谷賀久会員 

表彰式 森 賢司 会員 

ロータリー財団地区特別奉仕賞 
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○ロータリー財団特別寄付     藤原和彦会員 

○ポールハリス・ソサエティ寄付  森 賢司 会員 

      ご協力ありがとうございました！ 

皆様の寄付で出来ること 

１００ドルで出来ること 

 ・タイの恵まれない子供１人の１年間の教育費を提供 

５００ドルで出来ること 

 ・インド、プネの失明した若者の７名の角膜移植を提供 

１０００ドルで出来ること 

 ・ウガンダ、ルウィザの住民にマラリア防止用の蚊帳を 

  約１７０枚提供 

 今週のお客様 

 

  

 

  

         
 

  

 

 

 

 

 

 財団委員会より 

卓  話 

 

さった青年会議所、こういっ

た行政と地域社会が一体と

なって安全教育を取り組ん

できたからだと思います。 

 30年の長い間には悩んだ

り、苦しんだり、メンバー不

足のためもう閉鎖しなくては

いけないのでは…など様々

なことがありました。そのよう

な状況の中でも、公演に行

き子ども達の笑顔を見ると、

その苦労や悩みは何倍も

の喜びとなってかえってきま

した。このかけがえのない小

さな命を交通事故から守ら

なくてはとの思いで、小さな

力ではありますが、仲間と一

緒に、情熱をもって夢を追

いかけています。 

 昨今の不況の中、予算の面でこの活動がどうなるかわか

りませんが、つけた灯は

絶対に消さないよう命が

燃え尽きるまで(ちょっと

大げさですが）頑張って

いきたいと思います。 

  

  

外部卓話「もんぺ座活動経歴」 

    もんぺ座 座長 犬伏 和江 様 

 国歌斉唱、四つのテストを歌わせていただき厳粛な

オープニングの中、このような貴重な席にお招きいただ

き、また私たちの活動の場を与えていただき、感謝の

気持ちでいっぱいです。 

 当時6年生の子どもを持つPTA有志で、子ども達に何

をしてあげたらいいかと皆で話し合った結果、卒業式の

日に人形劇をすることになりました。それが「もんぺ座」

の始まりです。翌年には交通安全の題材とした人形劇

をしてほしいと青年会議所からの依頼で人形劇づくり

に取り組みました。 

 交通安全教育を題材とすることは、台本はもちろん人

形、大道具、小道具、すべて手作りです。子供が楽し

みながら交通安全を学び、またそれだけではなく思い

やりや優しさを織り込みながら活動してきました。 

 もんぺ座の交通安全人形劇は、今年12月で30年に

なります。30年間継続してこれたのには、大きな特徴が

２つあります。一つは人形劇をただ見せるだけでなく、

枚方警察のお巡りさんが同行し人形劇を観た後、子ど

も達とお巡りさんとの会話があります。子ども達はその

中で交通安全についてもう一度学習をしながら、頭で

考え、心で参加するのです。子ども達は人形劇が大好

きです。大好きな人形劇と憧れのお巡りさんの制服姿

がうまくマッチして安全教育に取組んでいるのです。 

 もう一つは、私たち一市民の小さな活動ですが、30年

という長い年月を続けてこれました。これには、枚方

市、枚方警察、交通安全協会、そして灯をつけて下

もんぺ座座長 犬伏様に支援金の贈呈 

 もんぺ座   犬伏和江様、 島野博子様  森勢由美子様 

         北村 愛様、 田村都志様  
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第１７４７回例会出席報告（11月17日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ３１名 ５９．６２％ 

    第１７4４回例会補正後出席率   ８４．９１％ 

メーク ５名  欠席  ８名  除外 ７名 

 お客様 犬伏和江様、 島野博子様  森勢由美子様 

       北村 愛様、 田村都志様 (もんぺ座) 
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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

11/24 

(水) 

・卓話 宮田 明 会員 

・第3回情報集会  

 於：肉の松阪 サンプラザ店 18時～ 

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 

12/8 

(水) 

・卓話「家族月間にちなんで」 

    米田勉 親睦委員長 

 

○本日の配布物 

①12/12移動例会の案内 

②本年度入会者の会員名簿シール 

③卓話資料（宮田会員） 

○本日の回覧物 

①2009-10RI2660地区 地区委員活動報告書 

②2010-11RI2660地区地区協議会記録書 

③2010～11年度IM参加申込書 

○地区行事等出席報告 

11/19IM担当者会議                 日野 

○地区行事等出席予定 

12/７会長・幹事会            岩本、山口(尚)  

ニコニコ箱 合計 ¥0 累計  ¥490,000 

今後の予定  報告事項 

            2010年 １１月～１２月 

クリスマス 

家族例会 

移動例会 
少年野球 
決勝戦 

例会

例会

情報集会 

100万ドルランチ 

定例理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

11/22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30 12/ 1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

例会

例会

お 知 ら せお 知 ら せ  
 

くずはＲＣ野球同好会より 
 去る11月21日（日）に行われたガバナー杯軟式

野球大会第3試合は、吹田RCに17対３の大差で

勝利しました。 

今後の試合予定 

 

＊11月2８日 （清滝グランド） 

  3位決定戦  
 

    勝利を祈念します！ 


