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第２０１1年４月２０日（水）くずはゴルフ場 

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」♪♪ 

 

 

   「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      嶋田 愛親 会員 

 

 今までの人生で、忘れられない思い出と言う事で、今回は私の若

いころのお話で、３度の死にかけた出来事を思い出しました。 

 

 私は、昭和２７年３月１８日に枚方市招提元町で生まれました。 

１度目は小学校の４年生の頃の真夏の日の出来事です。家族で当

時の八幡町の御幸橋の付近にあった、木津川八幡水泳場に行った

時の事です。私は当時海水パンツをもって無く、学校で支給された

黒のふんどしみたいなもので、恥ずかしいので水から上がる事が出

来ず、ずーと水の中を手でかきわけ歩いていました。その瞬間深み

にはまり、アップ アップ おぼれてしまい、もう駄目だと思いましたが、その時、見知らぬおじさんに助けてもらいまし

た。今でもしっかり覚えております。   

 

 ２回目は高校３年生の終わりかけの出来事です。友達が運転免許を取って親から車を買ってもらい、一緒に車で

遊んでいたら、私にちょっと車の運転の練習をしてみろと言うので河川敷で練習していたその時、運転操作を誤り河

川敷でひっくり返りあわや川に転落寸前で 、九死に一生を得たおもいです。後

で親父にどえらく、怒られました。 

 

 ３度目は大学を卒業し、約１年間某設備会社に就職。京都営業所に営業マン

として勤務していたある日の事です。京都福知山市のとある現場に機器の搬入

をしていた時、現場の足元が悪いためユンボで吊り挙げて行いましたが、まさに

その瞬間ユンボがバランスを崩し、私の方に傾き倒れてきました。私は、慌てて

逃げましたが、つまずきその場に倒れてしまいました。気がつけば、私はユンボ

本体とアームのわずかな間で難を逃れました。数分間恐怖のあまりブルブルと

ふるえが止まりませんでした。 

 

 以上、忘れられない若き日の思い出です。その後、２３歳で親父を肺ガンでな

くし、親父の後を引き継ぎ２４歳で結婚をし、紆余曲折いろいろありましたが、そ

れはまたの機会で。今回は、私 の若い頃のくだらないお話で大変失礼致しました。 

  11歳の頃  昭和３７年9月４日 琵琶湖にて 

         高校性の頃 
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第第176176７回例会プログラム７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 「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                          中谷副委員長          

●卓話「ロータリー雑誌月間に因んで」      西田英夫広報委員長 

●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＜2011-12予定者クラブ協議会＞ 

 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、川島 

 中谷、源本、米田、北村、原田、多田、林(克)、畠仲、山口(尚)、原、小林、森、西田、木﨑、金森 

 

 先週の例会  会 長 通 信 

 昨日、牧野で桜の花をめで残り少ない花の命

をおしみ、日本古来より伝わる日本酒を楽しむ

会が催された。 

 久し振りに痛飲した。酔った！ 

その中になぜか不思議な方がおられる。自由奔

放に発言され、なんでその人がその様に支持さ

れるのか？理屈として解析出来ない。 

「その彼が言うからしゃあないやん！」 

 なんなのであろう。 

 特別容姿がいいわけでなく、特別顔が美男子

なわけではない。(私にはその趣味はない) 

 しかし、一晩じっくり考えて酔っているから

わかった。 

 彼の生きて来られた人生にあるという事が！ 

一見なんの役にも立たない文化や伝統美術を

きっちり守り、自らの信条をきっちりと貫き、 

目先の実利や損得にとらわれず、この様な一見

無駄な様なものを大切にして生きてこられた人

なのだという事が！ 

 彼にはもっともっと元気でロータリーライフ

を楽しんでいただき、後ろ姿をじっと見つめて

ついて行こうと思った。 

金森会員に次年度地区研修委員

委嘱状が手渡されました 

  西原ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、三村ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ、岩城宏司様(枚方RC) 

4月13日例会お客様   

4月入会記念日祝    4月入会記念日祝    4月お誕生日祝 

金森市造 会員      國田欣吾 会員      嶋中完治 会員 

おめでとうございます！      



Page 3 「ロータリーは家族」第37号 

 ＲＩ2660地区 2010-11年度 

  ガバナー補佐 西原房三 様 

 

 本年度の第4回目最終の訪問となり、あとわずかの任

期となったのを喜ぶべき時かもしれませんが、東北地

方太平洋震災に伴う被害のことを考えますと、晴れ晴

れしない昨今であります。 

 ついては、皆様からご協力くださいました義援金など

について、とりあえず報告いたします。 

 ①4月11日現在ご協力頂いた数 

 当地区8４クラブ中 ６５クラブ分 44,430千円 

  （3,800名の会員分で残り19クラブを加算すると総額 

   ５0百万円を超える見込み） 

 海外友好クラブからの分 ７，３５０千円 

     うち 台湾クラブ分 ５，９００千円 

         タイクラブ分    ６７０千円 

 ②地区補助金による地域社会奉仕にあてる資金 

 充当期限３月３１日を４月３０日に延長し、今後震災 

 のあった地域の支援に充てる意向 

 ２５２０地区（岩手・宮城）、２５３０地区（福島）のガバ 

 ナー会とも打ち合わせのうえ、息の長い立ち直りに  

 拠出の予定 

 ③会員増強 

 １３年間連続減少してきた会員数、１３年前５，８００人 

 ⇒現在３，８００人 

 平成２３年１月末現在 年間増加数５０名 

               （前年度１７名減） 

 くずはクラブ２名純増、第３組では減員に歯止めがか 

 かり増員が期待できる見込み 

 ＲＩ2660地区 2011-12年度 

  ガバナー補佐 三村雄太郎 様 

 

  ただ今の凄絶な震災状況のもと右往左往しながら

も、長いスパンで努力していきたい。 

 来る4月22日開催予定の補佐エレクト会議に出席

し、来年度に対処していくつもり。 

  

次年度ＲＩ会長 カルヤン・バネルジー(ｲﾝﾄﾞ) 

 ＲＩテーマ 

 「心の中を見つめよう 博愛を広げるために」 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 次年度ガバナー  

 岡部 泰鑑（大阪城南ＲＣ） 

 地区テーマ  

 「見直しをすすめ新たな 

            第一歩を」 

  

ご 挨 拶 

＜お知らせ＞ 

東北太平洋大地震義援金 

￥７１５，０００- 
（会員より51．5万円 クラブより20万円）を 

4月13日に地区へ送金しました。 

＜ご 案 内＞ 

歴代会長幹事会のご案内 

     ＊日時 2011年5月25日(水) 
      ＊場所 例会場（ゴルフ場３階） 

＜ ロータリージャパン＞ 

 

 ロータリージャパンのホームページには東日本大

震災関連の情報が掲載されています。 

 内容は被災地からの物資依頼・物資と義援金の送

り先、各地からの救援（含 RI・ガバナー会からの義

援金募集）、被災地へのメッセージ、また被災地から

の現況報告やお礼などです。 

  ロータリーウエブサイト 

 （http://www.rotary.or.jp/） 

 

ご 挨 拶 
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第１７６６回例会出席報告（４月１３日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 ３５名 ６４．８１％ 

    第１７6３回例会補正後出席率 ７７．３６ ％ 

メーク １名  欠席 １２名  除外 ５名 

 お客様  西原 房三 様 (10-11年度ガバナー補佐) 

       三村雄太郎様 (11-12年度ガバナー補佐） 

       岩城 宏司 様(枚方RC) 

 
 

   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/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

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 

5/18 

（水） 

・クラブフォーラム 

 次年度役員（地区協議会出席報告） 

・被選理事会 

5/25 

（水） 

・卓話  林克彦 会員 

・歴代会長幹事会 

○本日の配布物 

①卓話資料（西田会員） 

②理事会通信         

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、林(宏)、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 ¥50,000 累計   ¥927,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊無事９５歳誕生日を迎え感謝       嶋中完治 

＊卓話させて頂きありがとうございました  金森市造 

＊欠席のおわびに               國田欣吾 

例会

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 

4/18 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 

       

16 17 18 19 20 21 22 

       

例会

定例理事会 

            201１年  ４月～５月 

例会

定款により休会 

みどりの日 子どもの日 憲法記念日 


