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第２０１1年３月２日（水）くずはゴルフ場 

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」♪♪  

 

 

   「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   國田 欣吾 会員 

 

 初の写真は私が持っている一番古い写真で、多分、おやじがとってお

いてくれたのだと思います。妹と一緒に昔住んでいた堺市初芝の自宅前で

撮った写真で、多分３才位だと思います。 

 

 私と妹は二卵性双生児で、男と女の双子でして、妹はおやじの血を引いて

勝気で頑固な性格でおやじと同じくらいの酒豪ですが、私はお袋に似て妹と

違いおとなしくて酒は飲めません。ですから妹のほうが目立っていました。 

 

 先に生まれたのが私で、妹が１時間遅れて生まれてきたので、昔は後から生まれたほうが上になると決まっていま

したが、先に生まれたけど男だからということで兄にしたのだと思います。 

 今と違っておとなしくあまりしゃべらない性格だったとお袋から聞いていました。思えば社会に出て色々な方とお付

き合いをして性格は変わるものだと驚いています。 

 

 次の写真はついでに載せておきます。私が２０歳の頃に友達と撮った

写真で、小学校からずっと剣道に明け暮れていましたので今と違ってや

せてスマートな体型でした。こんな時もあったのかなと思っています。 

 

 ちなみに高校時代は寝ても醒めても剣道でいやというほど練習をして

いました。朝、５時半に起きて始発で学校に行き、７時から８時半まで朝

練して、昼も食事は合間に取り１２時から１時まで昼練、そして授業が終

わり次第３時半から７時半まで練習して、それから片付けて大阪城の道場まで

移動して１０時まで練習し、１１時頃に家に帰り食事をして風呂に入るという生

活で勉強を全くせずに３年間続けました。休みは正月の３日とお盆の３日くら

いで日曜日なしでした。 

 

 今思えば初めからこんなに練習があると知っていたら入部していなかっただ

ろうと思います。もし子供がやると言ったらやるなというかもしれません！ 

 

 勉強しなかったのでいいところには行けなくて、私の行った大阪工業大学は

二部授業で、今で言う夜間大学で家の手伝いをしながら夕方５時から着替え

て大学に行き、６時半から授業が始まり、終わるのは９時だったと思います。そ

の経験があり、今の自分があるのだと思います。        （次頁につづく） 
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第第17601760回例会プログラム回例会プログラム  

                                          司会 林(克)副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「奉仕の理想」            〃                    

●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                          中谷副委員長                             

●卓話「月間にちなんで」              岡山量正社会奉仕委員長                      

●その他  

 ・ニコニコＢＯＸ報告                 林(克)副SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘                 岩本会長 

●本日の会合 

 <定例理事会> 

 岩本、高島、山口(尚)、山口（伊）、小西、初木、北村、岡山、南、源本、米田、林(克) 

 

 
（前頁より） 

それから、私ももう５３歳になり、おやじも３年前に亡くなりましたが、

今でも会社に顔を出しそうな気がしています。おやじの会社に入っ

て早２５年くらいになりますが、初めはおやじの言うことには何でも

反発して言うことを聞かなかったものですが、今ではおやじが何を

言いたかったのかが少しずつわかってきたように思います。 

 

 この頃、まわりの人から歩き方、姿、特に後姿がおやじにそっくり

と言われ、うれしいやらまだ若いのにと悲しいような複雑な気持ちです。おやじが元気でバリバリ仕事をして

いた２０年前の写真を載せさせていただきました。 

 

 おやじは頑固なところもあるのですが、私が３８歳のときに社長をしろと言われ正直うれしく思いましたが、よ

く考えてみたら６５歳でおやじが私に託してくれたことは大変重いことだったのだと今は改めて思います。ち

なみに社長をさせていただいた年は 大の赤字を出しました。当時はJCもやっていたので自分では両立し

てよくやっていると思っていたのですが、現実は厳しく経営自体が危ない状況でつくづく経営者は大変だと

思い知らされました。今の自分があるのも皆様のご厚情のおかげだと思います。 

 またお袋は元気ですのでおやじの分まで長生きしてくれるように世話をしていかなければならないと思って

います。 

 

 今では、おかげさまで色々な会から声をかけていただきありがたく思っていますので、それに応えられるよ

うに与えられた仕事をこなしていかなければならないと思っています。 

 特にロータリーはまだまだの私にSAAや幹事また委員長をさせていただき、自分なりに成長させていただ

いたと思います。でもさぼり癖も出てきていますのでもう一度ロータリアンとしてせっかく入れていただいた役

の仕事をきっちりとしていき、仕事と社会貢献を両立できるようがんばっていきたいと思います。 
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卓 話  会 長 通 信 

 もうすぎてしまったが２月１４日は 

バレンタインデーとやらであるそうな。 

 私も６５才になってゴディバじゃのへったくれじゃの

高級なチョコレートが。 

自慢ですが１０個ぐらいはもらいます。 

 クラブ員の皆様もきっとたくさんの義理チョコを頂か

れた事でしょう。 

 しかし、本当を言うと私は１００円の森永の板チョコ

が懐かしくて一番好きなのです。息子の嫁や娘には毎年

１００円の板チョコと言っています。 

 今回次女が「お父さんこれ！」と言って柿のシブから

作った石ケンをバレンタインデーにくれました。 

加齢臭を洗い流して下さいと！！ 

娘に言い返してやりました。 

「これ以上男前で自由になるお金があって、健康で柿の

シブとやらでシブイ男になったら、母さんを泣かす事に

なるで！少しぐらいくさい方が人生の中でまちがいが起

こらないでいいねん。」と負け惜しみを言うと、 

娘が「お父さん自信カジョウ。カンチガイになってる

ね！」とカラカラと笑い転げていました。 

 そう言いながら毎日、朝・晩、入浴時にしっかりと身

体を洗い清めています。 

 むだかなぁ？ 

 又、ホワイトデーになにか趣向を凝らしたものを返し

てやりたいものです。 

牧野の歴史 

 牧野と言ってもピンと来ない方がほと

んどでしょう。枚方市の北部にあり、樟

葉の南に位置します。歴史は非常に

古く、 弥生時代の遺跡や牧野車塚古

墳が残っており、古代から開けた地域でした。昭和２０年

頃の地図を見ると阪や養父といった古い集落が点在し、 

松下電器の社宅やマンションのあるあたりはため池で牧

野一帯に畑や水田が拡がっていたようです。 

 

①片埜神社 

昭和４０年から５０年代にかけて

宅地開発が盛んになり、新興住

宅が増え、昔の面影はほとんど

消えてしまいました。今では時

間の経過とともに古い集落と新興住宅地とが調和し、静

かな佇まいを形作っています。  河内一の宮として知られ

る式内社。本殿は豊臣秀頼により造営されたもので、国

の重要文化財に指定されています。普段は地域の氏神

として親しまれていますが、初詣や十日恵比寿には遠く

からの参拝客で賑わいます。 

 

②禁野火薬庫 

 禁野火薬庫（きんやかやくこ）跡は、禁野本町にあり、大

村益次郎（１８２４－１８６９年）の発案で建造され、１８９６

年から火薬庫として使用されていました。１９３８年には禁

野火薬庫に隣接して陸軍造兵廠大阪工廠枚方製造所を

開設、枚方の街は砲弾・火薬製造の一大拠点となりまし

たが１９３９年３月１日、砲弾解体中に引火し２日間２９回

にも及ぶ大爆発を起こしました。弾丸の破片は半径２キロ

にわたって飛散し近隣の集落は破壊され火災を起こした

ようです。 

 

③牧野公園 

枚方八景の一つで、 桜の名所

として知られています。道路を

挟んで大きく２つに分かれてお

り、地元では上公園と下公園と

呼んで区別しています。 桜の

名所は上公園、 下公園にはグラウンドや遊具が整備さ

れています。上公園の中程に塚があり、 平安時代初期

に坂之上田村麻呂と戦った蝦夷の長アテルイの墓と言わ

れています。 

 先週の例会  

おめでとうございます！  

 

                
 

１２月お誕生日お祝  

  小北英夫 会員 

お忙しくて来られなかったので 

やっと差し上げることができました。 
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第１７５９回例会出席報告（２月２３日） 

会員総数 出席者 出席率 

５９名 ３４名 64.15％ 

    第１７5６回例会補正後出席率  81.82％ 

メーク ８名  欠席 ９名  除外 ５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/ 
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3/9 

(水） 

・卓話 多田利生会員 

・被選理事会 

・100万ドルランチデー 

3/16 

(水) 

・外部卓話 

 

3/23 

（水） 

・卓話  嶋田愛親 会員 

3/30 

（水） 

・卓話  三木 彰  会員 

・三九会 

○本日の配布物 

①ロータリーの友３月号 

②春のライラご案内 

③卓話資料（岡山会員） 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信3月号 

○地区行事等出席報告  

2/27 米山奨学生終了者歓送会  岩本、粟津、李侖錫 

○行事等出席予定  

3/12 クラブ国際奉仕・WCS委員長会議 

3/12 守口RC50周年記念式典      岩本、山口（尚） 

3/19 会長エレクト・地区チーム研修セミナー 

3/26 第2回職業奉仕委員長会議           北村 

今後の予定  報告事項 

ニコニコ箱 合計 ¥0 累計   ¥784,000 

月 火 水 木 金 土 日 

2/28 3/1 ２ ３ ４ ５ ６ 

       

7 8 9 10 11 12 13 

       

14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

外部卓話 

職業奉仕 
委員長会議 

守口RC50

会長ｴﾚｸﾄセミナー 

地区ﾁｰﾑ研修セミナー 

国際奉仕・WCS 

委員長懇親会 

            201１年  ３月 

定例理事会 

例会

例会

例会

例会

100万ドルランチ 

被選理事会 

  ３月３月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

北村  隆会員（S54年） 

金森市造会員（S61年） 

磯田勝信会員（S63年） 

國田欣吾会員（H11年) 

上野  徹会員（H11年） 

山口尚志会員（H11年） 

稲田博旭会員（H20年） 

中谷賀久会員（H20年） 

多田利生会員（H20年） 

おめでとうございます！ 

３月３月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

  小西雅晴会員（４日) 

  嶋田愛親会員（18日) 

  田中一眞会員(21日) 

  

＜三九会のご案内＞ 

＊日 時  2011年3月30日（水）14:00～19:00 

＊場 所  料亭「畑かく」  075-441-0610 

＊会 費  ¥17,000  

＊締 切  2011年3月16日(水) 


