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1月：ﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間 

第２０１1年１月12日（水）くずはゴルフ場 

第第17541754回例会プログラム回例会プログラム  
 ●１２：３０ 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「奉仕の理想」            〃                    

●お客様紹介                       親睦委員  

— お食事と歓談 — 

●会長年頭挨拶・念頭所感              岩本会長 

●ガバナー補佐年頭ご挨拶              西原ガバナー補佐 

●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                            

●クラブ協議会委員会報告 

     高島クラブ奉仕委員長、北村職業奉仕委員長、岡山社会奉仕委員長 

     初木国際奉仕委員長、源本青少年奉仕委員長        

●西原ガバナー補佐講評 

●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 

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｢奉仕の理想」今日の歌｢奉仕の理想」  
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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   北川 順清 会員  

 

 

  １９４８年（昭和２３年）８月２１日北川家３男（長男は生後 

一週間へその緒も取れぬまま死去したと聞いています）として誕生。 

親父は結婚する年（昭和10年）、親方から独立、借地に借金で小さ 

な家を建て、宗美園と名乗り造園業を自営するが、当時は仕事も少 

なく、戦時中は特に苦労したようです。 

 小学校・中学校時代、勉強嫌いな私は遊ぶ事と、母親の手伝い 

（農業）が得意で、親孝行しているつもりでした。春、秋の農繁期には 

植木屋さんの仕事も忙しく収穫となると家族総出で行っていました。 

中学３年、進路を決める時です。希望高校は教師に無理と言われ、

園芸高等学校に決めたのが１２月でした。造園科２期生として入学することができ、自分の生涯の仕事と妻（一

美）に出会い、私の人生を形作る進路の決定でありました。                                        
  

 卒業後は父を師匠とし、個人庭園の造庭に維持管理にと、職人として早く一人前になりたく仕事に取り組み

ました。大阪万博から花博にと関西の造園業界も大きな躍進を遂げ

ることが出来たのですが、高度成長期に入り枚方市においても市民

の森をはじめ公園整備に、また人口増加で学校の建設に伴う校庭

緑化に、環境問題から道路への街路樹植栽にと多くの公共工事が

計画・発注されるようになりました。 

 何とか市内業者で受注できればと、組合の結成に設立発起人の１

人として奮闘、昭和５４年に枚方市造園業協会を設立。親父に反対

されながら公共工事に参加。船橋公園が私の初の子であります。 

 

 以後牧野公園の改修や星ヶ丘公園等、多くの工事を手掛けること

が出来ました。 

 また当協会の４代目会長として２期４年務め、業者間の親睦を深

め、技術の向上、市民へのPRにと貴重な経験をしました。 

 

 平成１５年には特定非営利活動法人「ひらかた緑のNPO」を上山会

員（NPO会長）と共に立上げ、緑化運動や市民サービスなどの事業

を行っています。 

 

 若い世代へ交代の時期ですが、業界全体の情勢も厳しく、手を

引くだけにならないようにと考えています。 

 私がロータリーに入会できたこと、地域活動を通じ保護司になっ

た履歴書はまたの機会があれば報告します。 

結婚10周年記念北海道一周旅行美幌峠にて 

長女園枝（右）次女麻希子(左)と摩周湖にて 

方鉾神社ちびっこ広場（平成22年11月完工） 

 初めての家族写真 2歳時母に抱かれて 
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 会 長 通 信 

皆様 新年明けましておめでとうございます。 
今年も皆様と共に楽しくロータリーライフを過ごせる様努

力致します。残り６ケ月よろしくお願い致します。 

 正月の風物詩である箱根大学駅伝。母校と仲間の

プライドをかけた戦は手に汗を握る心を入れた戦いであり

ます。肩にかけたタスキの重み、仲間の存在、母校に

対する想い入れは美しくて心地いいものですね。日本国

平成23年度の船出はいかがなものでしょう。 

 鎌倉・鶴岡八幡宮の樹齢推定千年の大銀杏が、昨

年3月10日未明の雪まじりの強風にあおられて根元か 

ら突然倒れたそうだ。しかし、御神木をよみがえらそうと心

を一つにした努力により「ひこばえ」残った根から新芽が

出て来たのだそうです。 

 倒れた神木の中は中心部にぽっかりと穴があいてい

た様で、今の日本という巨木も空洞化が進んでいるよう

に思われる。何事にも閉塞感があり、心強い希望を持

つ事もむつかしい。 

 昨年度も書きましたが、青山繁晴さんのおっしゃる通り

で、集団的自衛権の容認を先送りし、同盟国への攻撃

を座視するこの国の考え方では信頼は深まらないであろ

う。 

 日本の芯は皇室に代表される伝統や勤勉、礼節と

いった国民精神であると私の尊敬する新田次郎・藤原

ていさんご夫妻の次男、かの有名な国家の品格の著者

藤原正彦さんもおっしゃっています。 

 心ある人、心を一つにして憲法改正について話をする

時期は熟して来ていると思いますがいかがでしょうか？                         

                会 長  岩本 昌治 

鹿港東ＲＣ訪問 

 
〇日  時  2010年12月１2日(日)午後5時30分～8時 

〇場  所  台中彰化縣 金悦喜宴会館 

〇参加者  2009-10年度 会長 駕田 毅 

        1995-96年度 会長 北村 隆 

〇次  第 ・呉桂洲(ｗｕ ＫｅｉＣｈｏｕ-五山食品業有限公司) 

        地区総慣監ほか役員挨拶 

        ・駕田直前会長が岩本会長の祝詞を朗読 

〇出席者数 ＲＣ会員 100名 RC会員家族 200名 

        ボランティア50名 来 賓     100名 

          計         450名 

〇寄付贈呈先 彰化家庭扶助センター 

〇音  響  「国歌(日本、中国、韓国)」 

         「時の流れに身をまかせ」ほか 

 

衛兵の交替（朝９時） 

 

 

  

 

  

 

        

 

  

 

 

駕田直前会長の挨拶 ロータリー会員の家族による余興 

式典の演壇                  

台湾鹿港東ＲＣ5周年記念式典に参加 

2010.12.18(土)  於：リーガロイヤルホテル大阪「桂の間」 

 

 

クリスマス家族例会 
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第１７５３回ｸﾘｽﾏｽ家族例会出席報告（12月18日） 

会員総数 出席者 出席率 

６１名 48名 88.89％ 

    第１７50回例会補正後出席率   76.92％ 

メーク ２名  欠席 １２名  除外 ９名 

      ご出席ご家族  59名 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 

創立：1974年5月30日承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月6日 
         会    長   岩本 昌治     
         広報委員長   西田 英夫 
 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

1/19 

(水) 

・IM発表リハーサル 日野守之会員   

・被選理事会 

1/22 

(土) 

・ＩＭ(インターシティミーティング) 

 寝屋川市民会館 AM９：００～ 

1/26 

(水) 

・松本新太郎ガバナー公式訪問 

 卓話「ガバナー公式訪問所感」 

 100万ドルランチ 

2/2 

(水) 

・卓話「世界理解月間にちなんで」 

 初木賢司国際奉仕委員長 

○本日の配布物 

①ロータリーの友1月号 

②2010-11年度上期ﾆｺﾆｺ寄付領収書 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信1月号 

②中川定雄元会員(2010年12月末退会)へのバナー 

○地区行事等出席報告 

1/9 合同消防出初式       高島、山本、岡山 

                    山口（彰)、山口（尚） 

1/10新春走ろうかい開会式            源本 

○地区行事等出席予定 

１/13 IMリハーサル             初木、日野 

1/15 国際奉仕・WCS委員長懇親会      初木 

ニコニコ箱 合計 ¥3,000 累計   ¥608,000 

今後の予定  報告事項 

＜Ｉインターシティミーティング＞ 

2011.1.22(土)   

   〇場所  寝屋川市民会館  

   〇受付9:00～ 開会9:30～ 

   〇テーマ 「我がまち自慢」 

    

＜松本新太郎ガバナー公式訪問＞ 

2011.1.26(水) 

   〇事前懇談会11:30～12:00 

    京阪レストラン３F 

   〇出席者 会長、副会長、会長エレクト、幹事 

   〇例会は通常通り 開始12:40 

    

100万ドルランチ 

お 知 ら せお 知 ら せ  

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

 

＊例会に作業服で出席してすみません   多田利生 

            201１年 １月 

国際奉仕・WCS 

委員長懇親会 
新春初例会 

ＩＭ 

IM担当
者会議 

例会

定例理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

10 11 1２ 13 14 15 16 

       

17 18 19 20 21 22 23 

       

24 25 26 27 28 29 30 

       

例会 被選理事会 

第１７５２回例会出席報告（12月15日） 

会員総数 出席者 出席率 

６１名 ３５名 66.04％ 

    第１７49回例会補正後出席率   ７６．３６％ 

メーク ３名  欠席 １３名  除外 ６名 

2010．12.15例会分 
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 


