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第２０１1年３月９日（水）くずはゴルフ場 

 

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」♪♪  

 

 

   「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   山中  卓  会員 

 

 昭和９年室戸台と共にこの世に現われました。自作農家で父親は小学校教員できびし

く育てられました。まわりからはちやほやされ、「いい子」でありました。大人になったら兵

隊さんにと言うことをあたり前に考えていました。国民学校初等科５年生に終戦。６３制の

義務教育制度が始まりました。新制中学校に入りはしましたが、勉強はそこそこ、遊びに

夢中。どろさくもひどくなり、ボス的存在。高校はテニスに熱中、大阪ベスト８に入るぐら

い。昭和28年大阪学芸大学に。講義を受ける事がにがて、大学の前の雀荘で腕を磨く。

故に卒業に苦労したものです。採用テストはみごと一発でパス。どろたく先生の誕生で

す。毎日どろんこになって子どもと遊び、お山の大将ボク一人。楽しい教員生活でありま

した。子供のすかれ、校長や親に心配をかけたりおこられたりでした。 

 そんなわる教師が校長になったのやから不思議な事や！ 

 

 

 立身出世欲もなく、ただ子どもと一緒に歩んで来た道に思いがけない我が教

育人生の集大成のチャンスが訪れました。 

 平成元年4月1日、山中卓は枚方市立殿二小学校校長に補する、という辞令を

もらいました。教育委員会からの脱出で、うれしくてうれしくて殿二小学校へ飛ん

で行きました。PTA役員さんが出迎えてくれました。その中のお一人いわく、「枚

方の校長で来てもらいたくない校長が2人いよる。よりによってその一人がきよった！

よう来てくれはった！」ド肝ぬかれるどえらい歓迎の言葉でした。この人が今くずはRCの重鎮上山芳次氏であります。これ

から二人の二人三脚が始まりました。(意気投合) 

 オンボロ殿二小学校の教室体育館運動場等の施設改築、PTAの体質改革、先生のやる気、学校教育方針の確立とに

かく子供のために地域・親・学校が一帯となって取り組むような態勢づくりに力を注ぎました。岩本昌治薬剤師、足立恒雄

校医、高島叔孝氏、山本正夫氏、國田誠信建築工業社長様、等々強力的なご支援・ご協力をいただきました。学校は美

しくなり教育評価も高まり優越感にひたることができました。校長じゃないような校長を一人前の校長と認めてもらい君臨

できたのもまわりの人々のお蔭と思い感謝しています。 

 終生忘れえぬ事業として運動場に特設ステージを作り、創立１２０周年記

念式典・祝賀会を挙行したことです。菊華薫る11月11日在校生・PTA会員・

地域の方々・来賓各位参加者全員１３００人の乾杯はみごとでした。平和の

シンボル鳩百羽、小学校の上空を旋回するのも見ごたえがありました。最高

の気分にひたれ感謝感激でした。 

 この時、「飛ぶ立つ水鳥後を汚さず」退任のあいさつ文が頭をかすめまし

た。平成5年3月子どもに卒業証書８１１４番を最後に渡し、私も卒業すること

ができました。 

親･子･孫三代の大峰山詣（右が私小学6年生 

前左 従弟の林祐弘会員 昭和21年7月23日） 

枚方市立殿二小学校120周年記念式典平成4年11月1日 

子ども達と箕面で昆虫採取（昭和39年） 
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３月 入会記念日お祝      

 会 長 通 信 

 今朝は怒った(泣いたではない) 

 市民も市民なら枚方市役所もだめだ！ 

 今朝の出来事。 

私の家の前の道路は、府営住宅のトタンフェンスに囲

まれた刑務所の様な所だ。 

 その道路に朝起きて気が付いた。軽トラック一台分

の不法投棄である。すぐに枚方市役所へ電話する。 

 住所氏名を名乗り事情を話すと市の道路管理課へと

廻される。 

 再度住所氏名事情を話すと、こちらではない別の枚

方市土木管理グループへと電話を教えてくれる。 

 再再度、住所氏名を名乗り事情を説明すると、こち

らではない別の所を教えますとの事。 

 私の心もこの辺りで折れる一歩手前、たらい廻しで

すかと言うと笑いながら「そうですね。」と答える大

物がいた。ブチ切れた！すぐに撤去しろと怒鳴って電

話を切った。 

 先生の力は凄い！ものの１０分後にはその不法投棄

物は姿を消した。 

１件目の所でなんで「分かりました、その場所の事は

私の方で。」と言えないのか？枚方市役所は誰の為の

仕事をするのでしょうか？情けなさすぎる朝の笑い話

である。誰か市政改革をしてくれるリーダーはいない

のでしょうか？！ 

第第17611761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「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                          中谷副委員長                             

●卓話「」 多田利生会員                                          

●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 

 <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、山中 

 

  先週の例会 

おめでとうございます！ 

     嶋田愛親 会員         吾郷泰廣 会員 

    小西雅晴 会員            田中一眞 会員 

  北村 隆 会員    國田欣吾 会員  中谷賀久 会員  

３月 お誕生日お祝      
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卓 話 

＜青少年奉仕委員会報告＞ 

「こども１１０番安全街灯」枚方市へ寄贈 

 去る3月4日（金）枚方市役所市長室において、子ども

１１０番安全街灯の寄贈ならびに感謝状授与式が執り

行われました。この事業は青少年奉仕活動の一環で、

地域の子ども達の安全を守る一助になるよう本年度も50

個寄贈しました。今年で3年目となるこの事業、今年は

枚方RCと合同でそれぞれ50個寄贈しました。 

  

  

「月間にちなんで」 

     岡山量正 社会奉仕委員長 

 月間にちなんで、当クラブの社会奉仕

活動が地域社会にとってより良いものに

なるよう見直しをしていきたいと考え、ア

ンケートを作成しました。 

 当クラブは数多くの社会奉仕活動をおこなっております

が、その活動がどのような支援をしているかをわかりやす

く一覧にしております。活動ごとに継続、中止、その他と

いう項目で皆様の思い等をお聞かせいただければと思

いますのでご協力よろしくお願いいたします。 

 また、来る3月29日(火)は牧野生涯学習市民センターに

おいて献血キャンペーンがございます。重ねてご協力の

程よろしくお願いいたします。 

  

 

  

 お礼の言葉  

2010年度米山奨学生  李侖錫 さん 

 留学生として勉強中、

皆様方からの心からなる

ご支援に感謝、ありがた

く思っています。 

 当初の心構えも一時は

くじけることもありました

が、多額の奨学金をいただきましたほか、会長はじめ

皆様から「頑張っているか」との有益な激励を頂戴して

奮起、心から支えて下さったことに感謝しています。 

 

粟津直晶米山委員長 兼カウンセラー  

 李侖錫君は米山奨学生として一生懸命に勉強され、

珍しい好青年でありました。去る2月27日(日)には、地

区主催の奨学生32名の歓送会に会長とともに出席さ

せて頂き、奨学生による日本での学生生活に一生懸

命勉強されたことの発表もあり、感動してまいりました。 

 今後、李君の進路について相談事でもありましたら、

当クラブの家族的会員に対して要望くだされば、引き

続いての協力を惜しみません。 

 委員会報告 

出席者：岩本会長、高島副会長、山口(尚)幹事 

     源本青少年奉仕委員長 

当クラブ社会奉仕活動 

①枚方ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ協議会に協賛 

②わらしべ学園寄付 

③枚方ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ協賛 

④新春走ろう会 

⑤王仁塚を守る会年会費 

⑥社会を明るくする運動 

⑦枚方市社会福祉協議会 

⑧献血キャンペーン 

⑨ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞﾄﾙ支援 

⑩もんぺ座支援 

⑫ダメゼッタイ国連支援  

⑬日本ユネスコ  

⑭枚方市福祉協議会評議委員 

⑮枚方交野交通安全協会 
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第１７６０回例会出席報告（３月２日） 

会員総数 出席者 出席率 

５９名 ３７名 72.55％ 

    第１７5７回例会補正後出席率  76.79％ 

メーク 2名  欠席 13名  除外 4名 

 お客様  李侖錫 様 （米山奨学生） 
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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

3/16 

(水) 

・外部卓話「海外(タイ)ボランティア活動」 

 原田義之氏(元高砂RC会員) 

 紹介者 平尾公介会員 

3/23 

（水） 

・外部卓話 東和男棋士（7段） 

 紹介者 嶋田愛親 会員 

3/30 

（水） 

・卓話  三木 彰  会員 

・三九会 

4/6 

（水） 

・卓話 畠仲 聡 会員 

・定例理事会 

○本日の配布物 

①献血キャンペーンご案内 

○本日の回覧物 

①長村会員バナー 

○行事等出席予定  

3/12 クラブ国際奉仕・WCS委員長会議       日野 

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  山口(伊) 

3/26 第2回職業奉仕委員長会議           北村 

3/29 地区協議会事前説明会             金森 

 

今後の予定  報告事項 

ニコニコ箱 合計 ¥23,000 累計   ¥807,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊入会当時の初心に返る機会を与えて頂いた 

  よろこびに                   北村  隆 

＊李君の門出に                  粟津直晶 

＊誕生日祝いをいただきましてありがとうございました 

                            田中一眞 

100万ドルランチ 

月 火 水 木 金 土 日 

3/7 8 9 10 11 12 13 

       

14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

28 29 30 31 4/1 2 3 

       

外部卓話 

職業奉仕 
委員長会議 

守口RC50

周年式典 

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～４月 

例会

例会

例会

例会 被選理事会 

 

＜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) 

枚方RC50

周年式典 


