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第２０１1年１月1９日（水）くずはゴルフ場 

 ●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 IM発表リハーサル「我がまち自慢」    日野会員     

●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＜被選理事会＞ 

 山口(伊)、北川、初木、三木、小西、高島、岩本、國田、畠仲、中野、日野、上山 

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」♪♪  
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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   駕田 毅  会員  

 

 

  

東京写真大学短期大学部（現東京工芸大学）を卒業と同時に、昭和４２年４月大阪コロタイプ印刷株

式会社（現ダイコロ株式会社）に入社しました。当時はコロタイプ印刷部門を主流に卒業アルバムを製作し

ておりましたが、これからはオフセット印刷の時代が来るということで、我々はカラー部門に入社することにな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昭和４５年２月、台湾に合併会社を設立するため、先代の松本会長と二人で渡台しました。写真は私（２

８才）と松本会長（４０才）の台湾でのスナップです。 

 台湾工場創設に同伴し、滞在中に受けたいろいろな事、自身のこと、会社経営のノウハウ、社員と共に歩

いて行くトップとしての決断など、貴重なお話を頂くことが出来ました。感動と感銘の交差する日々を送った

ことは、終生忘れられない体験です。深く感謝すると共に、その折の熱情あふれるお姿は、今も深く脳裡に

刻み込まれております。 

 

 昭和４９年に帰国し、これからはコンピューターの時代になると云われ、これに取り組みました。昭和５２年６

月に工場が寝屋川から枚方（現大阪工場）に移転し、その秋に富士通のコンピューターを導入いたしまし

た。多種目少量生産の卒業アルバムの工程管理が本格化したものです。 

 平成４年に岸専務が亡くなられ、その後を受けて取締役に就任。同時に現くずはロータリークラブに鶴の

一声で入会することになりました。平成１２年には代表取締役社長に就任した後、平成１５年１１月１５日には

先代・松本甫会長が逝去されました。奇しくも、御永眠された日は「わらしべ学園を育てる会 第２５回総会」

が終了した日の夜で、午後９時２５分のことでした。 

 偉大な先代の後を受け、平成１９年の秋に現社長・松本秀作に無事バトンを渡し終えることが出来まし

た。 
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 例会の一コマ 

 会 長 通 信 新年のご挨拶 

瀬尾孫左衛門は武士でござる。泣けた！ 

 池宮彰一郎著、最後の忠臣蔵。もはや日本人にとって心の

故郷と言っても決して大げさでなく、忠臣蔵こそ日本人のこう

あってほしい心である。当然の事ながら実相と異なる、この様

な定着した心を覆す小説に挑戦した彼も挑戦のしがいがあっ

たであろう。仕事をさておき、読破して放心の状態であった。 

 平成２３年１月２日、息子が「映画を見に行かないか？」との

事。最後の忠臣蔵、嫁と２人で正月から映画館へ。自分のイ

メージとあまり変わらない良い出来栄えの映画であった。 

 ４７人の中で唯一人、寺坂吉右衛門、内蔵助の密命を受け

仇討本懐をとげた後赤穂に向かう。使命は２つ。万一幕府が

事件を歪曲して発表した場合、生証人として真実を語る事

と、もう一つは残された遺族の生活に汚点を残させない様計

らう事。 

 もう一人は瀬尾孫左衛門、蔵の助にわしにそちの命をくれ

と頼まれ蔵の助の京の可留の身ごもった子供、可音を育てて

くれと！ 

 自害する前日に可音より孫左衛門の背中がこの世で一番

温かかった、感謝するとの心の叫び！自分の使命が終わっ

た後に切腹のシーンも！日本人の生き方として泣けてくる。

何事も中途半端にではなく、まっすぐ全力を尽くす。 

 ２人共目がはれて、顔を見合わせ、お～きな溜息。涙を堪

えるのが、声が出そうになるのを堪えるのがこんなにも苦しい

ものであったか。 

 赤穂浪士の討ち入りは即ち「死」によって終えたのではな

く、大石可音と茶屋四郎次郎の婚儀という新しい「生」を得て

はじめて完結したのであろう。 早くも初泣きの日であった。 

1月お誕生日お祝 （左から） 山口伊太郎会長エレクト、山本正夫会員、宮田 明会員 、中野保博会員、上野徹会員       

還暦お祝上野徹会員、山本正夫会員 全員でハッピーバースデイソングの合唱♪  1月入会記念日お祝 中野保博会員、平尾公介会員 

西原房三ガバナー補佐 

 新年早々の慌しい折にもかかわらず、

ガバナー補佐の訪問にてお邪魔させて

頂きました。これも昨年末の2週間前に連

絡を頂いた訳で甚だ申し訳ありません。 

 松本ガバナーの公式訪問は前年中に終了すべきでした

が、地区大会とか幹部研修会などがありました為、本年に

持越し、あと5クラブを残すこととなった次第です。近く26日

には、貴クラブへガバナーがお伺いし、最後は守口イブニ

ングRCへの訪問をもって最後となる予定です。この後、クラ

ブ協議会が催されるとのことで、ご要望やご意見を承ること

を期待しております。 

  表  彰 

ロータリー財団PHF山本正夫 会員 ロータリー財団PHF山中卓 会員 

功労賞  嶋中完治会員    功労賞  藤原和彦会員 
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第１７５４回例会出席報告（1月12日） 

会員総数 出席者 出席率 

６0名 ４２名 ７７．７８％ 

    第１７5１回例会補正後出席率   ８５．７１％ 

メーク ２７名  欠席 ７名  除外 １２名 

  お客様 西原房三様(ガバナー補佐) 

        李侖錫 様(米山奨学生)         

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 
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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

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 

2/9 

（水） 

・卓話 多田利生会員 

 

○本日の配布物 

①2010-11年度下期会費等請求書 

②第4回情報集会のご案内 

○本日の回覧物 

①中川定雄元会員(2010年12月末退会)へのバナー 

②枚方RC50周年記念式典出欠確認表 

○地区行事等出席報告 

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 

1/17 地区社会奉仕委員会            初木 

ニコニコ箱 合計 ¥45,000 累計   ¥653,000 

今後の予定  報告事項 

  １月１月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

中野保博会員（S６３年） 

平尾公介会員（S６３年） 
 

おめでとうございます！ 

１月１月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

山本正夫 会員（2日) 

  宮田 明 会員（10日) 

  山口伊太郎会員(14日) 

中野保博 会員(19日)  

  上野  徹 会員(21日) 

   辻村順一  会員(31日) 

＜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 

    

例会

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） 

＊今年もよろしく                 今中七郎 

＊誕生祝を頂いた喜びに            宮田  明 

＊入会記念品をいただいて              平尾公介 

＊誕生日並びに還暦祝を頂いた喜びに    山本正夫 

＊還暦のお祝いと誕生日祝の記念品を 

 頂いたよろこびに                  上野  徹 

            201１年 １月～2月 

ＩＭ 

例会

定例理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

17 18 19 20 21 22 23 

       

24 25 26 27 28 29 30 

       

31 2/1 ２ 3 4 5 6 

       

例会 被選理事会 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 


