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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   宮田 明 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｢我らの生業」今日の歌｢我らの生業」  

 

 

 

 

 
 

ロータリークラブとの馴れ初めとご縁 

 私とRCとの出会いは、父親が枚方RCに入会した時が最初の出会

いで、一度、家族で参加し、立派な方々が終わりに輪になり手を繋い

で、童謡のような歌を唱和し終わるといった、何か不思議な気がしまし

た。その後は、参加しなかった気がします。就職し社会人となり、ロー

タリー・ライオンズクラブの名は見聞きしますが、父親が入っている程

度の思いでした。勤め先を退職し、起業し、父の会社に入る事にした

のが、30歳前で、その折に、枚方青年会議所（JC）に入会し、40歳ま

でをJC活動で過ごしました。その後、枚方まつり実行委員長をし、商工会議所青年部にも所属しました。 

 

 くずはRCとは、私が枚方JCの理事長をした折、くずはRC創

立10周年記念式典に招待を受け、式典壇上で、紹介をして頂

きました。当時のダイコロ社の武道館でした。その時は、まさか

自分がくずはRCに入会するなど露にも考えていなかったもので

す。当時はJCが楽しくて、しんどくて、大変でした。枚方まつり

実行委員長の頃に、JC大先輩の中川定雄会員にRCへのお誘

いがありましたが、祭りを、特に花火祭には、格別の思いがあ

り－JC理事長の時に枚方まつりで最初の花火祭を開催した。

（色々な裏話は、次の機会に譲ります。）－実行委員長を無事

に終わってからと返事しておりました。1年近く、追い回されたと

記憶しております。父親が枚方RCに入っていたので、先で、枚

方RCにと考えてましたが、中川氏の押しに潰されました。返事をし

てから入会まで、半年以上かかり、どうも、私の評判が良くなかった

らしく時間がかかったとの事でした。 

 

 入会時は、嶋中会長、北村幹事 創立15周年の時でした、5月の

入会となりました。スポンサーは、水嶋進氏で、例会場は、京阪モー

ルの京阪レストランでした。中川氏に同行し例会場で紹介を受け、ド

キドキした気持ちでした。中川氏からは、1日でも早く、会員各位に

知ってもらうように、例会には、早く行ってプレートを会員の皆様に

渡すように、1年間は休まず、RCの催事は欠席しない事と面白くなくて退会を考えたなら自分に相談をしなさいとの事でし

た。 父からは、入会は、早すぎるが自分で決めたのなら、JCとは、違う楽しみや苦労があるが、簡単に弱音を吐かないよう

にとの助言がありました。例会日は、早く行って会員へのプレート渡しに専念しました。               (次頁へ)     
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第第17521752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 「我等の生業」           〃                    

●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「最近多く見られる労務問題」        原 正和会員          

●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 

「アホ、ボケカス！自分で球を投げる時心に決めて

投げろ！何回言うたらわかるんや！自分一人で野球

やっとんとちゃうぞ！口ばっかりやないか！仲間を

信じろ！お前みたいなことしてたら、仲間がたすけ

てやることもでけへんやないか！！」 

 監督、コーチの声が耳に響いてくる。本当に監

督、コーチ、彼らは幸せ者です。教えてやれる幸せ

な場を子ども達より与えてもらっているのです。涙

はみせないが、心で泣きながら子供たちにゲキを飛

ばしているのです。 

 我がくずはロータリークラブ主催少年野球ジュニ

ア大会決勝戦、サンヨースポーツセンター正式野球

スタジアム、出場数９８チームの優勝戦、山田池

ファイターズ対門真ドジャーズの戦である。今日は

そのチームが負けはしたけれども、かならず次があ

りそうな気がした一日でした。 

 会 長 通 信  表 彰 式 

 

皆勤で賞  粟津会員    よく 笑わせてくれたで賞 林克会員  

最優秀会長特別賞 日野会員 

 酷暑の夏以来、幾多の激

戦を経て第4位という優秀な

成績を納められました。これ

を祝し、終始よくも健闘され

た選手の諸氏にご褒美を差

し上げ歓びと致します。 

よく動員したで賞 多田会員    けが人で賞 山口(彰)会員  

 入会して、21年目になります。その間、当クラブの雰囲気も大きく変化し

ました。多分、世界のロータリークラブも同じく、大いに変化したものと思い

ます。これからも変化し続けるものと思います。でも、この20年余の間に私

の人生の上で、大先輩の会員の方々を見て、学ぶ事が大いにあり、今後

も、学ぶ事はもっと、もっとあると考えます。我妻も、“くずはRCに入会して

良かったね、次の家族会に○○さんの奥様は、こられるのかなあ”又、帰り

には“○○さんの奥様とお話しできて楽しかった、でも、○○さんの奥様が

欠席で寂しかったね”等と妻の生涯の友として、お付き合いしていただける、ご夫人方とお知り合いになれた事に喜

んでくれています。 このくずはRCが、今後、どのように変化し、進化して行くのかを楽しみにして、約20年間の

ロ－タリークラブでの喜びと楽しみを、今後も上手く、一つ一つ、積み重ねて行きたいと考えております。 どうぞ、

会員諸兄の皆様、ご協力、お願いいたします。 
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準優勝 山田池ファイターズ 

第４回くずはRC枚方少年野球ジュニア大会 
決勝戦・閉会式  

2010.12.12 於：ｻﾝﾖｰｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 

 

優  勝  

 門真ジャガーズ 

準優勝 

 山田池ファイターズ 

  大会を終えて、子どもたち

は、自信に満ちあふれた顔を

していたのが印象的でした。 

「感動をもたらせた君たち（少

年達）に感謝。次への躍動の源となってほしい」と岩本会長

の挨拶。出席した我がクラブ会員とともに優勝、準優勝を祝

いました。 

   

 

 終了後、例会を開催。 

少年野球連盟よりお二方の

ご臨席をいただき、挨拶を頂

戴した後、源本青少年奉仕

委員長の卓話。   

  

  

 岩本、高島、山口伊、山口彰、山口尚、北川、初木、日野、源本  

 宮田、山中、上野、米田、粟津、國田    以上１５名 

移 動 例 会  卓  話 

 

「 家族月間にちなんで 」  米田 勉 親睦委員長   

 ２００３～２００４年度のRI会長で

あったマジアベ氏は、ロータリーは

ロータリアンだけで成り立っているの

ではなく、そこに多くの人々、特に配

偶者、家族の理解と支援があるから

こそ私たちロータリアンは、ロータ

リーの理念に基づき、「親睦（友情）と奉仕」の業が実践で

きるのだと強調され、12月を「家族月間」にすることを提唱さ

れました。12月はクリスマス家族会など、会員家族を対象に

した親睦交流のプログラムが恒例となっているクラブが多

く、歴代RI会長はこれを踏襲し、家族の大切さに思いをは

せる月間として定着してきました。 

 ロータリーの綱領(目的)は、『奉仕の理想』を全生活の場

にせよと励ましています。先ずは一番身近な家庭に適用す

ることから始めましょうと言うことです。即ち、家族一人ひとり

のニーズをよく汲み取り、理想的な形で満たしていきましょ

う、最もその家族に必要なことはないかを考えて尽力をしま

しょう、と言うことです。 

 家族月間にあたり、まず家庭でロータリーを身につけるこ

とを意識し、家族のぬくもりを自ら作る実践をはじめてみて

ください。 

 皆さんがロータリーで学び、身に着けようと努力している

奉仕の心をしっかりと家族の方に伝えて、日ごろの協力に

対してこころから感謝をし、そして一年の締めくくりのこの１

２月に、すべてのものに感謝する心を持って、新しい年を

迎えていただければと思います。 

 今週土曜日はクリスマス家族例会があります。素晴らしい

イベント等企画しておりますので、どうぞご家族で楽しい一

時をお過ごしください。 

 

<出席者> 

 先週の例会 

 

  

お誕生日おめでとうございます！ 

お誕生日祝 林克彦会員 

 優 勝 門真ジャガーズ  
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第１７５０回例会出席報告（1２月８日） 

会員総数 出席者 出席率 

６１名 ３８名 ７３．０８％ 

    第１７4７回例会補正後出席率   ７３．０８％ 

メーク ７名  欠席 １４名  除外 ８名 
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12/15 

(水) 
・卓話「最近多く見られる労務問題 」 
 原 正和会員 

12/18 

(土) 

・クリスマス家族例会 

リーガロイヤルホテル 17時～受付 

12/22 

(水) 

 → 12月18日に変更 

12/29 

(水) 

定款により休会 

1/5 

(水) 

定款により休会 

1/12 

(水) 

・ガバナー補佐訪問 

・定例理事会 

○本日の配布物 

・卓話資料 (原会員) 

○本日の回覧物 

・鹿港東RC（台湾）創立5周年記念誌 

○地区行事等出席報告 

12/11枚方少年野球連盟懇親会     源本、米田 

12/12くずはRC少年野球ジュニア大会決勝戦・閉会式 

  岩本、高島、山口伊、山口彰、山口尚、北川、初木 

  日野、源本、宮田、山中、上野、米田、粟津、國田 

○地区行事等出席予定 

 

○メークアップ 

 12/9 森賢司会員  新居浜RC 

ニコニコ箱 合計 ¥3,000 累計   ¥605,000 

今後の予定  報告事項 

ガバナー補佐訪問 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同）（ 

＊ガバナー杯で賞を頂きました。皆様に感謝！ 

                           日野守之 

            2010年 １２月～１月 

新春例会 定例理事会 

→18日に変更休会 

クリスマス 

家族例会 

10月 火 水 木 金 土 日 

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

       

27 28 29 30 31 1/1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

       

10 11 12 13 14 15 16 

       

例会

定款により休会 

定款により休会 

第１７５１回移動例会出席報告（1２月１２日） 

会員総数 出席者 出席率 

６１名 １５名 ３０．６１％ 

    第１７4８回例会補正後出席率   ６６．６７％ 

メーク ０名  欠席 １７名  除外 ９名 


