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第２０１1年１月26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「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                            

●卓話「ガバナー公式訪問所感」 RI2660地区ガバナー 松本新太郎様     

●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 

●１８：００ 第4回情報集会 於：阿み彦 

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」♪♪  

 歓迎 RI第2660地区 松本新太郎ガバナー 公式訪問 
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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     森  賢司 会員  

 

 

         常陸宮妃殿下と 

 この写真は森家に残っている一番古い私と妹の写真です。 

と言うのは父と母が離婚し、その際母が写真を全て捨ててしまっていたので私が

気に入っていたこの写真より古い写真はありません。母の悲しみを思うと何も言え

ませんでした。ただそれ以降私たち兄妹は写真を撮ると言うことが無くなりました。 

 この写真から２年後、母がガンを宣告されて緊急手術を受けました。母と私と妹

の三人の生活の中、医者の覚悟をして下さいという言葉は大学生の私にはとても

重く、困ったなぁと言う言葉しか頭に浮かびませんでした。おにいちゃんどないしょ

う？と妹に聞かれたときには、やはり困ったなぁとしか言えませんでした。お兄ちゃ

ん子でいつも私の顔色を見て事態を把握する妹が私の困ったなぁで泣き出したと

きには、妹の前では笑っていないとあかんなぁと覚悟しました。 

 

 それから暫くは苦労の連続でした。でも、いつも私を支えていたものは、自らの

プライドでした。人をうらやむのは止めよう、自分の今を嘆くのも止めよう、うらやま

れるような、尊敬をされる人になろうとそれだけを心に固く誓いました。私が税理士でありながら畑違いの障害者福

祉に関わっているのは、私たち家族3人が本当に困っていたときに周りの方々から温情を頂いたことにあります。 

 歳月を重ね今、妹は伴侶に恵まれ気楽に過ごしています。 

 たまに夫婦喧嘩をして愚痴るので、「お兄ちゃんもお前も、もっと悲しいこ

とや苦しいことがあったやろぅ。そんなことで泣くな」と叱ります。 

 母は今は元気です。もしかしたら今が一番幸せなのかもしれません。 

苦労しているときによく母が私に「楽しそうにしてくれてないとお母さんあな

たを生んだ甲斐がないわぁ」と言いました。母さんが病気するからやぁと言う

ことも出来ず、ごめんとしか答えることが出来ませんでした。 

 

 月日は流れ税理士として何とか食べていけるようになり、周りの方から「けんちゃんは出世したなぁ」と言われると母

親はとても嬉しそう。以前私が皇族方と二人きりでお話しをさせていただいているのを遠くから見てとても嬉しそうで

した。 

 誰かから褒められたと言う話を母親から聞くと「なぁ母さん私を生んだ甲斐があったやろう？」と言います。「そや

なぁ産んだ甲斐があったわ」とにこっと笑ってくれると私は心の中で泣いています。産んだ甲斐がないわぁと同じ回

数、産んだ甲斐があるわぁと言ってくれたらいいなぁ。 

 

 近持病が急に悪化しました。先に同じ病で逝った叔父・叔母達を考えると私に残さ

れた時間はそう長くないかも知れません。だとすれば、いくつかの分野で先駆けとなっ

た人間として晩節を汚さず、潔い清廉な人であったと千秋凜然言われたいなぁと思っ

ています。 

 

 した苦労を忘れずいつまでも優しい人でありたいと思っています。 

 

 

 近では妹に抱きつく訳にも行かないので中国・成都に行って同じボーズでパンダ

を抱いてきました。実際の妹は兄に似ずすらっとした美人です。 
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 会 長 通 信 

 桜昌と書いて「おうすけ」と読みます。目に入れ

ても痛くない孫です。私の父は自分自身に凄く厳し

い父親でしたが、私は自分自身に凄く甘い人間なの

です。(世の中の人はダメ人間という)だからせめて

活字にする時には理論だてて書いてみたいのです。  

 父にとって孫は私と同じに凄く可愛いものだった

のでしょうが、しつけは非常に厳しいものでした。

しかし、子供達がおじいちゃんに対する尊敬の念は

凄いものでした。社会の基本単位は家庭ですから、

普段の生活からきちんとすべきなのです。 

 朝起きたら両親に「おはよう」と言おう。お父さ

んお母さんに何かものを言いつけられたら「はい」

と言ってしよう。片づけはきちんとしようと何かの

本に書いてありました。片づけというのは組織への

参加の第１ページだから玄関で靴を脱ぐ時２つの靴

が１メートルも離れた様な脱ぎ方ではどんな世界で

も通用しないという事です。 

 してはいけない事は絶対させない事。やりたくな

くても、しなくてはいけない事は絶対させる事。 

 これは本当に必要な事なのでしょうね！ 

２０１０～１１年度インターシティミーティング開催 

 2011年1月22日(土) 於：寝屋川市民会館 

 

◆テーマ 「我がまち自慢」 

 ブロック別発表 枚方ＲＣ・くずはＲＣ 

 「くずは物語」  発表者  日野守之 会員 

 『日本書紀』によると、継体天皇は6

世紀の初め「樟葉」で天皇の位につ

いたとされます。武烈天皇が亡くなる

と、大和朝廷の有力者大伴金村は

越前の三国にいた応神天皇の子孫

にあたる男大迹王を継体天皇の即位後継者として迎え入れ、

507年2月に河内国樟葉宮にて即位したと記されています。 

 彼こそが、継体天皇その人なのです。 

 樟葉宮のあった場所は、はっきりわかっていませんが、昭和

34年に府教育委員会が、「史跡継体天皇樟葉宮跡伝承地」と

刻んだ石碑を、楠葉丘にある交野天神社境内の奥にある貴

船神社前に建立し、此の付近を仮の推定地としています。 

＜楠葉の駅＞ 

 710年、都が藤原京から平城京に遷されると、平城京と西国

を結ぶ山陽道の新駅として、楠葉駅をはじめ4つの駅が新設

  表 彰 式 

１月度お誕生日祝 辻村順一会員

第４回米山功労賞 駕田毅 会員 第２回米山功労賞 森賢司 会員    

ﾛｰﾀﾘｰ財団ＰＨＦ 畠仲聡 会員 

   Ｉ．Ｍ 

されました。この時代の駅とは、都と地方の間を行き来する政

府役人のための交通施設で、役人が利用する人馬を確保す

るほか、食事や宿などを提供していた。山陽道は、平城京か

ら南山城を経由して樟葉に至り、淀川を渡って山崎から陸路

を西へ進んでいましたが、その後、山崎に近い長岡京や平安

京へ都が遷されると、楠葉駅は山陽道から外れ、新たに南海

道の駅となり、楠葉駅から南下し、生駒山地の西を通って、河

内長野へ後の東高野街道と重なる。楠葉は、陸上交通と淀

川の水上交通が交差するため、発展したと考えられます。 

＜行基と楠葉＞ 

行基（668‐749）は奈良時代に活躍した僧侶で、近畿地方を

中心に各地で貧しい人達を助けた。また、橋を架けたり、池を

掘ったりして公共事業にも力を尽くした。弟子とともに楠葉を      

訪れた行基は、725年に久修園院を建て、同時に対岸の山崎

との間に淀川をまたぐ「山崎橋」を架けている。現在橋は残っ

ていないが、橋の袂との意味する「橋本」の地名が名残を残し

ている。その後、久修園院は、衰退の一途をたどり、石清水

八幡宮管轄下の一寺院となっていく。 

＜楠葉の土器造り＞ 

 楠葉は土器造りに適した土に恵まれていたそうで、古くから 

土器の産地として知られていました。平安時代以前から天皇

家の宮中での正月行事には楠葉で造られた土器が使用され

ていた。皿や椀など様々な形のものが造られたが、平安時代

後期頃に成立した「堤中納言物語」に、大和・近江産の鍋と

共に「楠葉の御牧につくるなる河内鍋」が特産としてあげられ

ているように、土鍋も多く生産されていた。ここでいう御牧と

は、馬を飼う牧場のことで、楠葉は土器だけでなく、馬の産地

としても広く知られていました。楠葉御牧は、本来朝廷のもの

であったが、時代の権力者が支配する重要な生産拠点でも

あった。                          以下省略 
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第１７５５回例会出席報告（1月19日） 

会員総数 出席者 出席率 

６0名 ３３名 ６４．７１％ 

    第１７52回例会補正後出席率  ９２．４５ ％ 

メーク １４名  欠席 ４名  除外 ８名 
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(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 

・被選理事会 

2/23 

(水) 

・卓話  上山芳次会員 

 

2/16 

（水） 

・卓話 山口伊太郎会長エレクト 

・100万ドルランチデー 

○本日の配布物 

①理事会通信 

②松本ガバナープロフィール 

○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 

1/22 IM  初木、林(克)、日野、岩本、駕田、金森 

   北川、北村、小林、國田、南、源本、宮田、森 

   岡山、橘、多田、高島、辻村、上野、山口(彰) 

   山口(尚)、山中、米田 24名 

ニコニコ箱 合計 ¥32,000 累計   ¥685,000 

今後の予定  報告事項 

 

＜ＲＩ日本事務局より＞   

  〇２月ロータリーレート １＄＝８４円 

   ＲＩウェブサイト上でロータリー為替レートが確認で きます  

 

＜ロータリー米山記念奨学会より＞ 

  〇ハイライトよねやま１３１号 

  ①台湾学友会総会報告‐広がる日本人支援の輪  

  ②韓国学友会のホームページができました 

  ③第2650地区米山学友会が財団学友会と合同交流

会 

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） 

＊IMに際しての日野会員の労作を謝しまして 北村  隆 

＊誕生日祝を頂いた喜びに            辻村順一 

＊米山第４回マルチプル感謝状を頂いて    駕田 毅 

＊お礼に                        畠仲 聡 

 

            201１年  2月 

ＩＭ 

例会

例会 定例理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

1/24 25 26 27 28 29 30 

       

31 2/1 ２ 3 4 5 6 

       

7 8 9 10 11 12 13 

       

14 15 16 17 18 19 20 

       

例会

被選理事会 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

100万ドルランチ 


