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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   山本 正夫   会員 

 

 枚方市大字坂（枚方市牧野阪）にて、昭和２５年１月２日に産声を上げて、今年６１歳になりました。幼少期時代は品

物、食物等が少なく、細身でしたが、今では多少の肥満？ 

  

 父親から平成４年に家業の水道工事店を継ぎ、二代目の社長になりました。その時代は景気も良く、受注件数も多く、

毎日が忙しく楽しい日々を送っていましたが、規制緩和後、ここ数年は業績も思うようにいかないのが現実であります。 

 過去の趣味は、パチンコ、ボーリング他いろいろありましたが、今の趣味？時々、池で魚釣りをする程度です。  

 さて、最近の社会時勢で最も関心のある事は・・・・。 

私は、平成３年に消防団に入団しました。消防団と消防署の違いは？ 

 消防団は、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模

災害発生に自宅や職場から現場へ駆けつけます。その地域での消火活動、

救助活動を行うことで、消防団員の身分は非常勤特別職の地方公務員とな

ります。   

 

 平成７年１月１７日に発生

した阪神・淡路大震災では、

水道工事業協同組合の一員として、断水に伴う水道応援復旧に行った

事。さらに今回の３月１１日に発生した東日本大震災では、国内観測史

上最大となるマグニチュード９．０の巨大地震で、大津波や火災によって

多くの方が死亡、行方不明の被害がもたらされました。その中には、消

防団員の方々のおられます。謹んでお見舞いと哀悼の念でいっぱいで

す。 

 数十年後と言われる、南海・東南海地震。いつ起きるかわかりませんが

我々が日頃から住宅火災や地震が起きた時に命を守るためまた逃げ遅

れた人、お年寄りや体の不自由な人を守るために、火災を小さいうちに消す初期消火や避難行動が重要なこととなりま

す。そのために隣近所の方々にも協力をお願いし、火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者を防ぎ、また財

産の損失を防ぐために全国統一防火標語である「消したかな、あなたを守る合言葉」をしっかり意識し、安心・安全に暮ら

したいと考えております。 

 終わりに、消防法が改定されました。 

  「あなたの家に住宅用火災警報器はついていますか？」 

消防法（第９条の２）の改定により、住宅用火災警報器など防災機器を住宅に設置

することが義務付けられました。今、お住まいの住宅には、平成２３年５月３１日まで

に、早期設置にご協力をお願いします。 

  

阪神淡路大震災の被災地で水道応援復旧工事に参加 

嶋田会員（上段右）枚方RC小野会員（下段右2番目）と私(上段中央) 

（右から）門真市消防団樋口団長、大阪府消防協会秋田会長 

枚方市消防団山中団長と私（枚方市消防団副団長） 

女性消防団と一緒に撮影 
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第第17661766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  

●ご挨拶 

 西原房三ガバナー補佐（守口RC） 

 三村雄太郎ガバナー補佐エレクト(枚方RC) 

●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「私の履歴書 続編」             金森市造 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 

 会 長 通 信 
 そろそろこの国のけじめではないのですが、

くずはＲＣ３６代目のけじめをつけなければい

けない時期に来た様です。 

 くずはＲＣの名誉は守られたのか？ 

 今年度のテーマである「ロータリーは家族で

ある」は実践されたのか、又守られたのか？ 

 皆が抱えている奉仕の心を一つにまとめる事

が出来たのか。 

 あと２ケ月の間に心をきれいにまとめる事が

出来るのか？ 

 今迄すごく気楽にロータリーライフを楽しん

で来ましたが、余す所２ケ月になり心が乱れて

おります。 

  かくすればかくなるものと知りながら 

  やむにやまれぬ大和魂 

 こうありたいが、なかなか出来ないこの切な

い心！護るに値するロータリークラブなのであ

ろうか？護るに値するロータリークラブを作る

為に会長になったのではなかったのか？ 

結婚前のマリッジブルーなのでしょうか。 

 私は孫の名前にもついてるが、桜の花が好き

です。 

本居宣長の墓にも参って来ました。 

｢敷島の大和心を人間はば朝日に匂う山桜花｣ 

 香りは淡く人を飽きさせる事無く自然体で、

風が吹けば力に逆らわず潔く散る。 

 未練たらしくぐだぐだ言わず、見事に7月1日

を迎えたいものです。 

4月入会記念日祝  今中七郎会員 4月入会記念日祝上山芳次会員

4月お誕生日祝     原田武夫会員 
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「社会福祉協議会への出向報告」 

        畠仲 聡 会員 

 

 

 今回は枚方市社会福祉協議会のＰ

Ｒをさせていただきます。 

私は2009年7月に、我がくずはロータリークラブより枚方

市社会福祉協議会に理事として出向させていただいてお

り、現在２年目を務めさせていただいております。 

今回“卓話”という機会をいただきましたので、ぜひ皆様

に社協の活動をＰＲさせていただきたくお願いをいたし、了

解をいただきました。 

今から十二、三年前に私の娘が高校生になったとき、大

阪市内のある病院に併設された知的障害のある子供たちの

厚生施設で、支援をするボランティアに参加していたことが

ありました。そのうち頻繁に自宅に電話がかかってくるように

なり、名前も言わず「アイはいる？」「アイアイにかっわって」

「何処に行ったん？」等々の内容でした。 

娘が参加している団体の内容が解っていない私には、到

底理解のできない電話で、また誤解もあり非常に不愉快な

思いをいたしました。 

それ以来、私は恥ずかしいことに、「福祉」という言葉に、

又、そういった分野に背を向けてきた様な気がします。私の

最も弱い部分でもありました。 

しかし、こうして今度は私が参加させていただく機会を与

えていただき、まだまだ十分に理解はできていませんが、本

当によかったと感謝しています。 

さてここで本題であります「社会福祉協議会とは」という

テーマに入りたいのですが そのまえに、まず報告させてい

ただきたい件があります。 

それは、枚方市社会福祉協議会が去る平成２０年６月及

び１０月に種々の理由から有価証券による資産運用を行っ

た結果、リーマンショック等世界規模の金融危機の影響を受

け、約９３００万円にもおよぶ損失を出したことです。 

経緯は今ここでご説明できる範囲を超えていますので出

来かねますが、もしご希望があれば時間を頂き、しかるべき

担当者にご説明をさせることは当然のことと認識しています

のでお申し出いただければと思っております。ただ時間の

都合上、個々人の方一人一人にという訳にはまいりません

ので、その点はご了承いただきたく存じます。 

しかし今、枚方市社協はその経緯を踏まえ、法人のガバ

ナンス体制の強化を図り、また第三者による評価を受け、着

実かつ創造的な運営に向け、経営戦略プログラムを策定

し、今後枚方市社会福祉協議会のとるべき具体的行動を示

す新たな経営計画を策定し、再出発をしています。どうか皆

様のご理解をいただけますことをお願いいたします。 

それではここで本題のＰＲに入りたいと思います。 

ここにおられます皆様の内、多くの方々はそのお立場か

らや、又さまざまな関わり合いの中からすでに社会福祉に

は精通されておられるとは存じますが、ここはひとつにわか

仕込みではありますが私の勉強の為に友情と寛容でもって

しばしご辛抱いただきますよう、勝手なお願いを申し上げま

す。 

 まずは本日用意させていただきましたパンフレットをも

とに進めさせていただきます。 

社会福祉協議会とは、都道府県や市区町村において地

域福祉をすすめる。                              

担い手として、昭和２６年に制定された社会福祉事業法に

基づき全国に設置された営利を目的としない民間組織で

す。市区町村社会福祉協議会は社会福祉法第１０９条で

「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と位置付け

られています。 

また枚方市社会福祉協議会は同じく昭和２６年６月に設

立され、枚方市の福祉を住民の皆さんと一緒に考えながら

「誰もが安心して暮らせるふくしのまちづくり」を目指してい

る組織であります。 

そして現在取り組んでいる事業の内容は本当に多岐に

渡りお配りしたパンフレットを参考にご説明申し上げます。   

                           ＜省略＞ 

枚方市社協には職員約４０名、理事１５名、評議員４０

名、組織会員（コミュニティー協議会など）、校区福祉委員

会などで構成される組織であります。 

そして手前味噌ではありますが、地道な活動ながら、真

剣に頑張っております。 

我が家も高齢化が進み、まさに日本の社会の縮図のよう

になってまいりました。私の母親も８０歳を過ぎ、一緒に生活

をしていますと、私たちが今まで気にもしなかった、「介護」

や「支援」や「福祉」や「ケースワーカー」や「支援センター」

等々というような言葉がが耳につくようになってきました。 

他人ごとではない状況が間じかな我が家の近未来を考

えながら、少しでも誰かの役に立ちたいと思い、残りの時間

を過ごしていきたいと思っています。社協のＰＲになったか

どうか解りませんが、どうか皆様今後とも枚方市社会福祉協

議会にご支援を賜りますことをお願い申し上げ卓話とさせて

いただきます。 有難うございました。 

                

 

卓 話 
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第１７６５回例会出席報告（４月６日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 ３１名 ５８．４９％ 

    第１７6２回例会補正後出席率 ７６．４７ ％ 

メーク ３名  欠席 １２名  除外 ６名 
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4/20 

（水） 

・卓話 「ﾛｰﾀﾘｰ雑誌月間にちなんで」 

 西田英夫広報委員長 

・100万ドルランチ 

・次年度予定者クラブ協議会 

4/27 

（水） 

・定款により休会 

5/4 

（水） 

・祝日（みどりの日） 

5/11 

（水） 

・新旧合同委員会 

・定例理事会 

・100万ドルランチ 

○本日の配布物 

①社会奉仕アンケート集計結果 

○本日の回覧物 

①10-11年度IM収支報告         

〇行事等出席予定  

4/23 2011-12年度のための地区協議会 

             山口(伊)、初木、三木、北川、畠仲 

             國田、日野、中野、小林、森、金森 

4/26 IM3組幹事会                 山口（尚） 

6/4 会員増強セミナー    

今後の予定  報告事項 

ニコニコ箱 合計 ¥5,000 累計   ¥877,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊無事例会に出席することが出来ました喜びに 

  感謝しています               今中七郎 

幹事会 

100万ドルランチ 

次年度予定者 
クラブ協議会 

100万ドルランチ 地区協議会 

被選理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

4/11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

       

25 26 27 28 29 30 5/1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

       

例会

定例理事会 

            201１年  ４月～５月 

例会

例会

定款により休会 

みどりの日 子どもの日 憲法記念日 

 

鹿港東RCより震災お見舞メールが届きました！ 

 

 驚きました『日本の東北、.関東地方』はマグニチュード9.0

級規模の大きな地震が発生して、そして誘発するように大き

い津波に、前例のない深刻な大災難をもたらし、全世界を驚

かせました。 

 先日『台日国際ロータリー親善会』は緊急会議を開いて、

緊急文書にて台湾地区のロータリークラブへ友達への被災

者救済に向けて寄付を開始します。万事は被災者を救済す

るのが先で、当クラブも早速募金活動をし、『台日国際ロータ

リー親善会』に上納することを完了しました。焼け石に水の状

況ですが、災害復興、再建の一部になることを思い薄い力で

すが捧げます。 

 被災地区の悲惨な光景を目の当たりにし、行方不明、死亡

者数の数は人の内心を悲しくさせます。鹿港東ロータリークラ

ブの全会員の心は、くずはロータリークラブの会員、ご夫人と

ご家族達の心身の安否はいかがですか？何か変わりがあり

ませんか？と特に鹿港東ロータリークラブの会員達の誠実な

関心と挨拶をここに伝達します！！ 

 被災者救済が順調に進み、日本国が再建に成功すること

を天に昇って守って下さることを祈願します。 

 

                鹿港東區扶輪社   社長     李應勝 


