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第２０１1年５月２５日（水）くずはゴルフ場 

われら日本のロータリアン 

一つの仕事をする時も 

真心こめて考える これは誠か真実か 

♪♪今日の歌｢われら日本のロータリアンの歌」今日の歌｢われら日本のロータリアンの歌」

 

   「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   林  克彦   会員 

 私の履歴書 「 林 克彦の仕様書及び取扱説明書 」 

 身長 5尺2寸  体重 １６貫（時期により変動有り） 足のサイズ 9文8分 

 昭和40年12月に、林家の次男として枚方公園で生まれました。7歳上の兄と2歳上の姉と3歳下の妹と4人兄姉ですが、兄は生

まれながらにして知的障害を持っておりましたので、私が実質的に長男のような感じで育ちました。 

幼稚園（うみのほし幼稚園）ではすべり棒の遊具をどうしても下りること出来ず大泣きをしました。意気地無しでしたが、声がよく

通ると言うことで運動会と卒園式の園児代表の挨拶役に抜擢されました。 

 小学校（枚方第二小学校）に入ってからも裏の土手を飛び降りることが出来ず大泣きをしました。運動神経はすこぶる悪く、自

転車に乗れたのは5年生、25メートル泳げたのは6年生です。ドッジボールや野球では常に「いるかいらんかいんじゃんほい」要

員でした。「いらん！」と言われたのはショックでしたが、相手チームのアイツに「え～・・」と言われたことはいまだに忘れておりま

せん。ちなみにヘビ年です。小学校高学年はスーパーカーブームまっただ中で、「大人になったらあの車に乗るぞ！」と言うの

が初めて抱いた夢でした。 

 中学校（枚方中学校）ではバスケット部入部。三年生では副キャプテンを務めました。お察しの通り「背が伸びるかも？」という

期待を込めて三年間頑張りました。が・・・。 

 高校（枚方西高校）でもバスケット部に入部。三年間続けられた理由は、恐い先輩方に「もうやめたいです・・」と言う勇気が無

かったことです。意気地無しは健在でした。この頃からロックバンドを結成し、クラブとバンド、そして原付バイクに明け暮れる毎

日。友人同様、バイクの中型免許を取りたかったのですが、路上で倒れたバイクを起こすことが出来ずにやむなく断念。とても

悔しい思い出です。 

 大学（大阪学院大学外国語学部）に入ってからは、バンドと車に明け暮れる毎日。バイト（百貨店の配達と塾の講師）に専念し

すぎて二年生以降はほとんど学校に行かず、結局4年生になれずに中退しました。息子が今春より大学生となりましたが、絶対

にこんな風になって欲しくはありません。大好きだった音楽活動でしたが、自分達の中途半端な演奏レベルに嫌気を感じて活

動を中止。バンドも解散しました。ちなみにカミさんとはこの頃（19歳）に知り合いました。 

車が好きな反面、満員電車、スーツ、革靴が嫌いな私が選んだ就職先は近所の運送屋。配送所は繁忙期以外好きに使えたの

で、車の改造や整備が思う存分出来ました。当時は給与もなかなかのもので夢のような職場でした。ただし、盆暮れは寝る間も

なく地獄のようでした。当時、世間では「過労死」という言葉が流行りましたが、我々は常に「普通やん」と言ってたくらいです。こ

の頃（24歳）にカミさんと一緒になりました。 

 長男（將大）が生まれた平成３年（27歳）、親父が身体を悪くして家業を継ぐこととなりました。今までの給料よりかなり少なくな

りましたが、転職してほどなく「バブル崩壊」で勤めていた運送屋が倒産。給料や退職金をもらえなかった同僚には悪いのです

が、今から思えばとても良いタイミングでした。 

 長女（佳奈子）が生まれた平成７年（31歳）は阪神大震災の年。地震当日の明け方に1月5日生まれの娘を嫁の実家で抱きか

かえた記憶は鮮明に残っています。 

 平成１２年（35歳）、現在の会社の代表取締役に就任。色々な経験を経て「念ずれば叶う」と言うことが実感できたと同時に、

「もっと頑張らねば・・」と思った節目の年でした。 

 それ以降はいろんな団体や活動に携わりながら、仕事とプライベートを満喫しております。子どもの頃に見た夢を現実にすべ

く。また、悔しかった事や中途半端にしていたことに再チャレンジしてみようと頑張っていますが、カミさんにとってはいい迷惑な

のかも知れません。ですから、好き勝手に過ごしている私を野放しにしてくれているカミさんには頭が上がりません。。 

 一番最初に抱いた夢「あの車」です。中途半端だった「音楽」再開しました。 

 悔しかった思い出「バイク」中型でなく大型免許をとりました。 

 日本拳法初段。今でも意気地無しですが、とりあえず「黒帯」です。 

  

  

 

 

 

 

 

 

  「笑ってりゃなるようになる。笑っててもなるようにしかならない。」そう考えながら日々を過ごしています。 
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先週のお客様 

第第17701770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 「われら日本のロータリアンの歌」          〃                    

●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                          林克彦 副SAA 

●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＜歴代会長・幹事会＞ 

 今中、嶋中、足立、北村、平尾、田中（太）、藤原、吾郷、金森、南、山中、宮田、駕田、岩本 

 中野、原田、小北、山口(伊)、高島、國田、北川、山口(尚)、初木 

 （オブザーバー）岡山、源本、日野、林(克) 

  枚方RC会長 澤村繁 様、 幹事 林 武 様 

 会 長 通 信 

 ちはやぶる、神も仏もあるものか。この震災を誰に

言う。 

 日本人のこの規範正しい行為はどこから来ている

のであろう。 

 天はこれでもかと二重三重の仕打ちをしているの

に被災地の方の規律正しい姿勢は！ 

 泥棒も火事場泥棒も法的には等しく窃盗である。 

 しかし後者の方が罪深いと日本人は考える。 

 「他人を騙して金をとる」は詐欺だが同じ詐欺でも

年寄りや弱者を騙して金をとる事は特別に罪深い。 

 卑劣とか卑怯が何故いけないかは論理的には

殆ど言い表すことは出来ないが日本人は殆どの人

がそう考える世の中は今混迷の中にある。 

 日本は特にそうである人類を不幸にする行き過ぎ

た市場経済に対して大きな者が小さな者をやっつ

けるのは卑怯だ！慈愛とか惻隠とかいう事が歯止

めになる。 

 「お天道様が見ている」今この日本に試されてい

る東北大復興ふる里再生計画に必ずこの心根が

通じる政策であって欲しいと願う一人である。 

 世に誇れる行為であって欲しい。しかし今はお天

道様がいなくなった！！ 

 ロータリアンよ、立ち上がろう。 

おめでとうございます！      

 先週の例会 

５月お誕生日お祝、還暦お祝   橘 喜久夫  会員    
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クラブフォーラム 

（バズセッションの開催）ＩＭ3組でのバズセッションがあり、

各クラブでの幹事の役割についての話合いを行った。色々

な考え方もあり、改めて「幹事」の責任を痛感しました。１年

間、楽しく和気あいあいとした、クラブ運営を目指したいと

思っています。 

 

 

○三木彰（次年度）SAA 
 金森地区研修委員の挨拶の後、例会運営については

SAAは会場監督であること、時間配分をしっかりとする、卓 

話予定時間は30分しっかりととることを強調されました。 

 その後各テーブル毎に意見交換を行い、まとめを代表者

が発表。どこのクラブもいろいろ工夫したり、悩んだり皆思う

ことは同じだと思いました。例えば出席率向上、私語を慎

む、年代差のコミュニケーション、時間配分、会場設営、食

事など最後に金森委員の講評をいただいて終了しました。 
 

 

○北川順清(次年度）クラブ奉仕 
１．クラブ活性化は会員増強から  

 2007-08年度J･ウィルキンソンRI会長テーマ「ロータリーは

分かち合いの心」を掲げ、増強に関しては「私たちは会員

増強を通じて愛を分かち合います。どんなに多くの業績を

数え上げてみたところで、新しい会員を増やし続けることが

できなければ、ロータリーは生き残れません」と意味深い言

葉で語りかけています。 

２．第2660地区の会員数の現状 

 社会で活躍している女性に対する意識改革が大切 

３．会員増強は未来のロータリーを託す人材を得るための 

 重要な奉仕 唯一無二の奉仕活動、これを疎かにすれば

ロータリーの未来を語ることはできない。  

４．クラブは会員増強、退会防止にいかに取り組むか 

 会員がやる気になってもらうかが勝負。ロータリーの主体

はクラブですので会長がキーです。会長は自分の言葉で

全会員に熱意をこめて伝えることが大切。退会防止につい

てお互い声を掛け合う事、日ごろの心使いが大切。 

５．会員増強はクラブ全会員が担うもの 

 

 

○國田欣吾（次年度）社会奉仕  
 本年度については、積極的に地区補助金（ＤＳＧ）を活用

していただきたい。つまり東日本大震災による未曾有の被

害を受けた被災地の支援のため、地区補助金を使い社会

奉仕活動を行っていただきたい。 

 また、各クラブは被災地がどのような支援を必要としてい

るか、そのニーズを調査していただき、社会活動として是非

とも被災地支援活動に取り組んでいただきたい、というお願

いがございました。 

 そのこともあって、会議では社会奉仕部門会議において

各組に分かれ支援内容についてバズセッションを行い、発

表をいたしました。様々な意見がありましたが、地区として

方針をまず出していただき、それに我々が従っていきたいと

いう意見が多かったです。 

 次年度はクラブとして人道補助金を活用して奉仕活動を

していきたいと思います。 また内向けのクラブの活動につ

いては本年度の岡山委員長のアンケート調査の結果をもと

に、委員長のご指導を頂き、各社会活動の事業と費用など

を含めて検討してまいりたいと思います。どうかご協力をよ

ろしくお願いします。 

 お詫び：職業奉仕・新世代奉仕・国際奉仕・米山奨学各 

      委員長の報告は次週掲載いたします。 

ご 挨 拶 

2011-12年度のための地区協議会報告 

○山口伊太郎会長エレクト 
 去る4月２3日地区協議会会長部門会議に参加しました。

次年度ＲＩ会長はインドのカルヤン・バネルジーさんです。

ガンジーの言葉「世界の変化を望むならあなた自身がその

変化にならなければならない」を引用し次年度ＲＩテーマは

「心の中を見つめよう博愛をひろげるために」このＲＩの方針

に沿って地区テーマは「見直しを進め新たな第一歩を」で

す。 

 特に地区からはポリオ撲滅の終息に向かって3,000円/一

人の要請と長期に亘るであろう東日本震災のスキーム策定

を急ぎ支援に応じて欲しい旨次年度ガバナー岡部泰鑑シ

ガ強調されました。 

 次年度クラブ運営へのご支援をお願いして地区協議会

報告と致します。 

 

 

○初木賢司（次年度）幹事 
 幹事は執行部門の代表者として、内閣総理大臣に例えら

れ、実務上の権限と責任を持つ。正副委員長や委員の選

定等の人事、予算組み、会員の入退会、事務局等のクラブ

管理に関する実務的事項は、すべて幹事を窓口として処

理される。 

具体的職務内容：会員記録の整理保存 

あらゆる会合の設営、召集通知の発送、出席記録、議事録

の作成と保存、ＲＩに対する会員半期報告、四半期報告、

出席報告を含むあらゆる報告と連絡、ローターリー誌購読

料の送付、会員証、メークアップカードの発行、ガバナー公

式訪問報告書の作成、会長・理事会・委員会との連絡調

整、理事会の意向をうけて会計と共に予算書および決算書

を作成する。 

 只今は岩本会長より過分のおご紹介とご挨拶を賜り恐縮

に存じます。 

私こと、会長就任時にご挨拶にお伺いいたしまして以来、

永い間ご無沙汰いたしておりましたが貴クラブ皆様方には

色々とお世話さまになりまことにありがとうございました。 

 また、昨年8月、ニコニコキャンプ開催時には炎天猛暑の

中ではありましたが皆様方の多大のご協力とご努力を頂き

その目的を果たし得ましたことに感謝し喜んでおります。 

 去る4月2日には当クラブの50周年記念式典を予定してお

りましたが、残念ながら国を揺るがすような東北太平洋地域

での地震と原発の悲しみ事が発生、私共の判断で中止や

むなきものと断念させていただきました。貴クラブにおかれ

ましても桜花爛漫の良い環境下、会員揃ってお祝いに参

上する意気込んでいて下さったにもかかわらず勝手な計ら

いを致し大変申し訳なくお詫び申し上げます。 

 私の任期もあとわずかとなり若干楽になったとは申せ、あ

と高齢期を控えていることもあって緊張感は避けがたいも

のがあります。 

 さらに当３組のガバナー補佐として三村会員がその任を

果たさねばなりませんので、度々お邪魔申し上げることと存

じますが何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。 
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第１７６９回例会出席報告（５月１８日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 ３２名 ６０．３８％ 

    第１７6６回例会補正後出席率  ７４．０７％ 

メーク ５名  欠席 １４名  除外 ４名 

 お客様   澤村 繁 様 (枚方ＲＣ) 

         林  武 様 （枚方ＲＣ） 
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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  宮田 明 会員 

・被選理事会 

6/15 

（水） 

・卓話  山中 卓 会員 

・新旧合同理事会 

6/22 

（水） 

・卓話 駕田 毅 会員 

 

○本日の配布物 

①ロータリー手帳（申込者のみ） 

 

〇本日の回覧物 

 

○行事等出席者 

 

〇行事等出席予定 

5/19 社会を明るくする運動時実施委員会     岩本 

5/26 枚方市民チャリティゴルフ実行委員会    山中 

6/4 会員増強セミナー    山口（伊）、原田、山口(尚) 

7/9 地区社会奉仕委員長会議            國田      

○メークアップ 

5/18 大阪西南RC    森会員 

今後の予定  報告事項 

 

＊RI日本事務局経理室より 

ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ ６月  １＄＝8２円 

新旧合同理事会 

ニコニコ箱 合計 ¥81,000 累計 ¥1,043,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊初めてニコニコboXに入れさせていただきました。 

 社会の役に立ててください。         山本一郎 

＊誕生祝ありがとうございました        林  宏毅 

＊地区協議会出席報告を終えて       北川順清 

＊前回欠席のおわび              嶋田愛親 

＊気がついたら一番前でニコボックス箱が 

 ありませんでした。申し訳ありません。   岩本昌治 

＊ニコニコ協力金                國田欣吾 

＊欠席のおわびに                米田 勉 

＊                          橘喜久夫 

会員増強
セミナー 

100万ドルランチ 

定例理事会 

例会

歴代会長・幹事会 

例会

月 火 水 木 金 土 日 

5/23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31 ６／１ 2 3 4 5 

       

6 7 ８ 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

例会

被選理事会 

            201１年  ５月～６月 

例会

情報集会 


