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第２０１1年５月１８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     辻村 順一 会員 

 

 私は昭和24年1月大阪市福島区で父親が勤務していた会社の社宅で男3人兄弟の長男として

生まれました。会員にも何人かおられるとは思いますが所謂団塊の世代の一人ですので人数が

多いというのが当たり前でした。小学校は社宅近くでしたが校舎が足りないため1,2年生は午後か

ら登校していたようです。（記憶があいまい）小学校卒業にあわせ祖父母が住んでいた芦屋へ転

宅するなど京阪神ですごしてきました。 

 大学卒業後は電力会社に入社しネットワーク計画、運用という業務で大阪、兵庫を中心に２５

年間勤務しました。平成8年からインターネットをビジネスとしてやれと言われ通信会社へ出向しま

した。今から思えばつい最近ですが当時はまだインターネットがどんなものか分からず、まして

現在のようになんでもネットといわれるほど身近になるとは想像すらできず、何をどうして良いか

分からない日々で実験サービスをしていたライバルであるＮＴＴに聞きに行ったりもしました。 

 さらに平成11年には全国の電力会社系列の通信会社１０社で一緒にビジネスをしよう、さらには合併を視野に入れて

やって行こうということ話があり、50歳過ぎで初めて東京勤務を5年間単身赴任で行きましたが、業界が変わりそれまで経

験できないようなことが結構ありました。 

 そのころ世の中は既にバブル後でしたが、通信業界はまだまだバブ

ル気味で海外の会社とＭ＆Ａの折衝もやりました。印象に残るのはＲ社

の折衝相手のファンドマネジャが「Ｊさん」といかにもユダヤ人で、朝7時か

らの朝食付きのミーティングで「＊＊＊についてＯＫかどうか即決しろ！」

と迫られ、思わず「そんな言う方はないやろ」と日本語で返事しました。 

一旦「今日の話は終わり」とし、白けたコーヒーを飲みながらの雑談で彼

は「2000億円以上のファンドを運用しており20%のリターンがなければク

ビ」とのことで「さすがベニスの商人」と思ったのも良い（？）思い出です。 

 また日本人ですが外資系から上司がきたこともあります。変な言い方ですがバナナ経営（黄色の皮の下は真っ白）とい

かにも外資という信賞必罰の厳しい仕組みも経験しました。抜擢や突然の降格は日常茶飯事、ボーナスも倍、半分と個

人の営業成績直結、成績優秀者はハワイへの研修旅行と激しいものでした。私は出向者ということで渦の外でしたが、部

下の困惑を抑えるがひと仕事でした。 

 枚方へは6年前に転勤して来ましたが、淀川左岸は小学校の遠足で菊人形に来たくらいでほとんど降りたことがありま

せんでした。来て見れば古い歴史もあり、大きすぎず生活するにはちょうど良い規模で、なにより親切で良い人が多いと

思いました。 

 私は皆さんとは違いサラリーマンですので会社生活の期限が決まっており、その後の生活をどう過ごすかが重大な問題

です。くずはＲＣの会員の皆さんは良い趣味をお持ちですが、私はたいして趣味もなく「粗大ごみにならないようにガンバ

レ」と妻に言われています。折角、くずはＲＣのメンバーに入れていただいたことですので人的ネットワークを深め、今後の

生き方の参考にさせていただきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。 

   三峡ダム工事中地点にて1995年11月 

小学校入学式当日1955年4月 
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第第17691769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          

●クラブフォーラム（地区協議会出席報告）    
 １．山口会長エレクト ２．初木賢司(次)幹事 ３．三木(次)SAA  

 ４．北川(次)クラブ奉仕委員長   ５．畠仲(次)職業奉仕委員長 ６．國田(次)社会奉仕委員長 

 ７．日野(次)新世代奉仕委員長 ８．中野(次)国際奉仕委員長 ９．林(宏)次期財団委員長代理 

●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 

 

 会 長 通 信 

 今、非常に寂しく悲しくなっている。 

 先日65歳になったので、厚生年金の手続きに

行った。なぜ今迄ほっておいたのですかとの答えに

きゆうした。 

 色々考える所があるからである。又、その必要書

類の中で悲しい出来事に出合った。私が死んだら

昔の旧の本籍はもう誰も知らなくなるであろう。私の

本籍がいとも簡単に省略されている。これは一体

何なのであろう。 

 山口県玖珂郡大畠村大字遠崎○○○○ 

 これが山口県柳井市大畠町○○○○ 

 これは私の本籍と違うで！！愛着のある玖珂郡

はどこへいったのだ。 

 これは規制緩和や地方分権が言われはじめた

頃、地方の駅前商店街はさびれ農村は荒れてその

上いま市町村は特例債とかいう一時的なあめ玉と

交換に歴史や愛着を無視した合併を強いられた結

果である。ふる里を返せ！！ 

官から民へは官から一部のこすずるい大企業に

行っただけやないか！ 

私の尊敬する藤原正彦先生も言っていた！！ 

ふる里返せ！！ 

おめでとうございます！      

 先週の例会 

  ５月入会記念日祝       ５月お誕生日祝    

  宮田  明 会員         駕田 毅  会員       

  ５月お誕生日祝      2010-11年度野球最優秀選手 

  林 宏毅 会員         多田 利生  会員       
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＜世界社会奉仕（WCS）5月号＞ 
☆News 1☆１、4月のＴＲＦ管理委員会で災害復興基金に

よるマッチング・グラントの申請について下記のような極め

て重大な変更がありました。 

内容①マッチング・グラントの申請は、4月末をすぎても提出

が可。7月以降は新役員の署名で申請のこと。日本側ホスト

パートナー、援助国側インターナショナルパートナー共にク

ラブ現金拠出と地区ＤＤＦ拠出が0円でもマッチング・グラン

トが承認されるという夢のような変更がなされた。内容につ

いては従来どおり2ヶ国が協力し、授与と受諾の条件を満た

すこと。補助金の申請額がＵＳ$5万ドルを超えるマッチン

グ・グラントの場合は、申請書と一緒に地域社会のニーズ調

査書が必要（書式有）。災害復興基金の資金が枯渇した場

合、国際財団活動資金（ＷＦ）を使う通常の現金拠出半額

扶助、ＤＤＦ同額扶助のマッチング・グラントで申請のこと。 

☆News 2☆地区ロータリー財団委員会を窓口として、被災

地からの支援要請を待っているが、被災地クラブが未だ落

ち着いていないのか残念ながら現時点では殆ど地区に来

ていないのが現状である。国際奉仕委員会としてはマッチ

ング・グラントを考えのクラブはニーズを調査する為にできる

ことをやった方がいいのではないかと考えている。①最近出

始めている現地情報などのホームページでニーズをさが

す。②現地クラブへのメーキャップで懇親を深める工夫をす

る。③既に支援をしていて協力を必要としている団体を支

援するなど。 

◎現在地区に来ている案件 

（仙台青葉ロータリークラブからの現地ニーズ） 

・発電機（未だ電気が通じていないエリアあり） 

・2槽式洗濯機（山の湧水使用） 

・軽トラック 

・重機（瓦礫処理等、国は甚大な地域を優先。重機操縦で

きる者はいるので住民自ら瓦礫処理を一日も早くしたいが、

特に漁師さん等は街の片付け等震災復旧のために働きた

いが重機がないので大変困っている。） 

☆News3☆ インドネシアジョグジャカルタプロジェクト視察

報告。4/29日～5/4まで小林委員長以下8名が現地訪問 

し、愛の架け橋・メラピ火山噴火支援について視察と贈呈

式を行った。  

 

 

＜ 米山奨学会 ハイライトよねやま134号＞ 

：：今月のトピックス：：  

 １．寄付金速報 ― 年度末まであと１ヵ月半 ― 

 ２．震災から2カ月、米山学友の支援活動 

 ３．タイで初めての「学友の集い」開催 

 ４．東京米山友愛ＲＣが創立１周年を迎えました 

 ５．台湾に新しい日本語クラブが誕生 

   ― 学友が初代幹事に ― 

《今月のピックアップ記事》 

◎震災から2カ月、米山学友の支援活動 

★在日ネパール人によるカレー炊き出し 

★第2780・第2520地区学友会が水餃子炊き出し 

 ▼全文は、こちらから ↓ 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/ 

     highlight134_pdf.pdf 

 

地区からお知らせ 

新旧合同委員会（引継）開催 

 

2010-11年度役員および各委員長、次年度役員およ

び各委員長予定者は、それぞれの体験をもとに本年

度の業績を顧みながら、次年度への申し送りを行い、

話し合いを終えました。 

            

クラブフォーラム 

規定審議委員会 

 2010年規定審議会改正内容（ｸﾗﾌﾞ運営に関連する議案）

が駕田委員長より報告がありました。 

（2011年7月1日より施行） 

 

１．直前会長の役職を設ける件 

*標準ロータリー・クラブ定款（手続要覧P246）の改正 

* 第１０条 理事および役員 第４節 役員 

  クラブ役員は、会長、直前会長、会長エレクト、・・・ 

２．出席規定の適用の免除に関する規定を改正する件 

* 標準ロータリー・クラブ定款（手続要覧P246）の改正 

* 第９条 出席 第３節(a)・・・・理事会は正当かつ十分な

理由による会員の欠席を認める権限を持つ。このような出

席規定の適用の免除は、最長１２ヵ月間までとする。 

 

３．出席規定の適用の免除に関する規定を改正する件 

* 標準ロータリー・クラブ定款（手続要覧P246）の改正 

* 第９条 出席 第３節 出席規定の免除 

(b) 年齢が６５歳以上の会員でかつ、一つまたはいくつか

のロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が

８５年以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希

望を、書面をもってクラブ幹事に通告し理事会が承認した

場合。 

４．出席記録の算出に関する規定を改正する件 

* 標準ロータリー・クラブ定款（手続要覧P246）の改正 

* 第９条 出席 第５節 出席の記録 

  本条第３節(b)または第４節の下に出席規定の適用を

免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その  

会員と会員の出席は本クラブの出席率の算出に使う  

会員数と出席数に含まれるものとする。 

５．移籍ﾛｰﾀﾘｱﾝおよび元ﾛｰﾀﾘｱﾝ関する規則を改正 

 する件 

* 国際ロータリー細則4.030.（手続要覧P186）の改正 

６．第五奉仕部門、「新世代奉仕」を加える件 

* 標準ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ定款（手続要覧P242～243）の改正 

* 内容： 「新世代奉仕」を第５の奉仕部門として追加 

７．人頭分担金を増額する件 

* 国際ロータリー細則（手続要覧P233）の改正 

* 内容： 現在(2010～11) 半期25ドル   

       改正(2011～12) 半期25.50ドル  

       改正(2012～13) 半期26ドル      

       改正(2013～14) 半期26.50ドル  

* 上記改正にあわせて最低分担金の額も改正する。 

                 （詳細は配布資料を参照） 
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第１７６８回例会出席報告（５月１１日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 ３６名 ６６．６７％ 

    第１７6５回例会補正後出席率  ６６．０４％ 

メーク ４名  欠席 １８名  除外 ５名 
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5/25 

（水） 

・卓話  林克彦 会員 

・歴代会長幹事会 

6/1 

（水） 

 

・卓話  稲田博旭会員 

・定例理事会 

・100万ドルランチ 

6/8 

（水） 

・卓話  原田武夫 会員 

・被選理事会 

6/15 

(水) 

・卓話  山中 卓 会員 

 

○本日の配布物 

①ニコニコ箱累計のお知らせ 

②新旧合同理事会のご案内 

〇行事等出席者 

 5/17豊かな環境づくり大阪府民会議        初木 

〇行事等出席予定 

6/4 会員増強セミナー          山口（伊）、原田  

今後の予定  報告事項 

ニコニコ箱 合計 ¥30,000 累計   ¥962,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊誕生祝を頂いて                駕田 毅 

＊記念品をいただいたよろこびに       宮田 明 

＊入院中はご心配をかけ申し訳ありません 森 賢司 

会員増強
セミナー 

豊かな環境

づくり会議 

100万ドルランチ 
定例理事会 

例会

歴代会長・幹事会 例会

被選理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

5/16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31 ６／１ 2 3 4 5 

       

6 7 ８ 9 10 11 12 

       

例会

被選理事会 

            201１年  ５月～６月 

例会

＜春の交通安全運動＞ 
2011.5.10 於:枚方市民会館大ホール 

＜春の交通安全樟葉駅早朝キャンペーン＞ 
2011.5.11 於:樟葉駅前 

早朝の雨の中、啓蒙

グッズを配り交通安全

を呼びかけました。 

雨のためパレードは中止となり、市民会館大ホールにて式典が執

り行われました。 


