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第２０１1年６月1日（水）くずはゴルフ場 

奉仕の理想に 集いし友よ 

 御国に捧げん 我等の業 

望むは世界の 久遠の平和 

 めぐる歯車 いや輝きて 

永久に栄えよ 我等のロータリー 

♪♪今日の歌今日の歌  ｢｢  奉仕の理想」歌奉仕の理想」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     粟津 直晶 会員 

 私は昭和38年4月に関西医大香里病院で産声を上げました。保育園の頃から悪がきで近所の家の垣根

に火をつけたり、大晦日に石を投げて近所の家のガラスを割ったり、何度も母とご迷惑をおかけした家にお詫

びに行き、本当に母には申し訳ない事ばかりさせた親不孝者でした。 

 

 小学校3年生の時に枚方に引越し、中学時代は枚方第2中学校で

したが、3年生の時に校区変更があり東香里中学校へ（源本会員との

出会い）。 

 勉強嫌いで体育しか出来なかったの

で、高校進学は浪商学園高等学校にい

きましたが、運動神経が良いと思っていた

私がこの高校では普通の人！大阪のレ

ベルの高さに驚きました。また当時、牛島

（元中日）ドカベン香川（元南海）野球部の先輩が全国甲子園大会に勝ち進み

ましたので、甲子園で母校を応援させて頂けた良き思い出の年です。 

 そして、クラブ以外でも学校内での先輩後輩の上下関係の厳しい学校でもあ

り、その経験が社会に出てから本当に役に立ちました。 

 

 社会人になり、サラリーマンを経て親父の友人に「企業を学べ」と言われ28歳の時に独立、警備会社を立

ち上げ、また、平成17年に自動販売機ベンディング会社を立ち上げ、現在も火の車、飛行機操業しながらな

んとか経営をさせて頂いています。 

 

 ロータリーとの出会いは、40歳まで人脈作りと地域の勉強をしていました枚方青年

会議所の先輩にお誘いを受けまして、入会させて頂きました。 

  

 現在の楽しみは中学校2年生の息子と小学校3年生の娘の成長を楽しみにしており

ます。特に娘は息子が少年野球をしてるせいか、女の子なのに野球を始め、毎週土日

は練習の日々です。 

 父親として必ず練習について行くのが、何より楽しい日々だと実感しています。 

 
娘の真那(小学3年生） 

源本会員(左)と神戸ポートアイラ

ンド博覧会にて（18歳の頃） 

グランドキャニオン(アメリカ)にて 

(小学2年生の頃） 
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第第17711771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 「奉仕の理想」                           

●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                          稲田博旭 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 

 ＜定例理事会＞  

 岩本、高島、山口(尚)、山口（伊）、小西、初木、北村、岡山、南、源本、米田、林（克） 

 ＜情報集会＞ 
  京阪レストランくずはゴルフ場店 （くずはゴルフ場３F） １８：３０～ 

古稀祝 駕田毅 会員  吾郷泰廣 会員 

 会 長 通 信 

 会長通信の中味をいま一度見直しています。 

 藤原ていさんの本を読んでの感想文の中で私の

表現に“われ先にと逃げる関東軍軍人“と記述して

いますが、これは適切な表現ではありません。 

 一部その様な所もあったではあろうが、軍は自分

達の家族のみを決して先に避難させたのではありま

せん。 

 ソ連軍と戦わずして逃げた関東軍はいなかった。 

また居留日本人を無情に見捨てた関東軍ではな

かった。 

 ただあまりのソ連軍のずるい卑劣な進撃の早さと

周辺の混乱の為、敗走逃亡する日本人の方々に

はそう思えたのかもしれません。 

 関東軍の殆どは斬り込み玉砕までして戦ったが

居留民全員を保護救助するまではとても手が回ら

なかったのである。 

 恨みを向けるべきは私達日本人の絶体絶命のギ

ブアップ状態にあった満州居留民に無道の限りを

尽くしたソ連とその将兵なのです。 

 言葉に言い尽くせない悪行をしているのです。 

 日本軍の先人達は居留民を守る為に立派に

戦ったという事です。 

 訂正とお詫びの文章とさせてもらいます。 

 ロシア(旧ソ連)の人達よ！ 

日本に詫びを入れて(もう入れなくていいから) 

早く北方四島を返しなさい！！ 

おめでとうございます！      

 先週の例会 

5月お誕生日祝 原正和会員   5月入会記念日祝 嶋田愛親会員 
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クラブフォーラム 卓  話 

5月18日（水）次年度のための地区協議会報告２ 

 

○日野守之（次年度）新世代奉仕 
 新世代奉仕とは（従来の青少年奉仕）年齢３０歳までの青

少年すべて含む新世代の多様なニーズを認識しつつ、より

良き未来をもたらすために新世代の生活力を高めることに

よって、新世代の将来の準備をさせることである。すべての

クラブと地区は新世代の基本的ニーズを支援するプロジェ

クトに着手するよう奨励されている。基本的ニーズとは、健

康、人間の価値、教育、自己開発である。 

＜新世代のためのRI常設プログラム＞ 

 ①ロータリーの青少年交換(長期・短期） 

 ・1994年以降は延べ人数（相手国）132名が参加 

 ・主に高校生が参加 

 ②ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

  次年度IM3組の中からライラ担当 

  （当クラブは1992年春のライラを担当しているので除外） 

 ③ローターアクト（RA） 

 ④インターアクト（IA） 

         

○中野保博（次年度）国際奉仕 
 東日本大震災の被害が深刻であるために、次年度は国

内に目をむけ、国際奉仕を通じて東日本復興を軸に活動

をしていきたいというお話でした。今まで実施してきたＭＧ

は発展途上国での支援でしたが、次年度は地震復興のた

めの国内向けWCSプロジェクトをお願いしたい。海外友好

クラブの協力を得て、被災地で何ができるかをテーマにＩＭ

3組で話し合い、月に1回程度評議会をもち、したこと、すべ

きこと、できる事を長期的に計画を立て、現地のニーズにそ

沿ったものを的確に届けられるように、また社会奉仕とも連

携をとっていくことなどの話がありました。 

 

○林宏毅(次年度)財団委員長代理 
 ①次年度地区補助金プロジェクトは被災地支援を最優先 

 ②4月1日以降の個人・法人からの基金への寄付は税制 

  上の優遇措置の対象となる 

 ③ポリオ寄付 3,000円/一人当たり 

   年次寄付  150ドル/一人当たり   

 ④ロータリー日本太平洋諸島地震災害復興基金への 

  寄付について 

  ・できるだけ一口2千円以上でお願いしたい 

  ・災害復興基金への寄付はポールハリスフェロー、マ 

   ルチプルポールハリスフェローの認証の対象にはなら 

   ないが、システム変更が完了するまで(2011年9月)認 

   証される可能性あり 

「 私の履歴書」         林 克彦 副SAA  

林克彦の仕様及び取扱説明書 
 

・身長5尺2寸 体重１６貫 足のｻｲｽﾞ９文８分 

・昭和40年12月に林家の二男として誕

生（ 3200g それほど小さくなかった) 

・幼稚園年中-入園すでに小さかった。 

  意気地なしで遊具から降りられず。 

・幼稚園年長-運動会や卒園式で代表 

 で挨拶。挨拶の練習でおばさんに馬 

 鹿にされ子ども心に「言葉の暴力」を 

             感じた。 

・小１-小学校に入学。人気者であった。 

    脱臼事件 

・小２-塀から飛び降りれずに泣いた 

・小3-公文をやめる、成績が落ちだす 

・小5-自転車に乗れるようになった 

・小6-２５m泳げた 

 

・中１-バスケット部 

 に入部  

 彼女ができた！ 

・中３-音楽に興味 

 を持つ 

 

 
 

 

 

 

・高１-「情けない｣の言葉に腹を立てｸﾗﾌﾞに入るﾊﾞﾝﾄﾞ結成 

・高２-クラブ、バンド、バイク 

・高３-クラブ、バンド、バイク  

    大学が推薦で決まり好き放 

    題の生活 

 

・大１-ボンボンに囲まれ苦痛 

   バンドと車の為にバイトに夢中 

・大２-車で遊んでばかりでまさかの 

   １２単位、バイトは塾の講師 

・大３-まさかの８単位、 

   父親に大学を辞めることを申し出る 

・２２歳-運送屋、車三昧、結婚資金を貯金 

・２４歳-結婚 

・２５歳-運送屋で責任者になる 待遇はよい（ハワイ） 

・２７歳-長男誕生、父の後を継ぐ 

・２８歳-父親逝去 

・３０歳-長女誕生、阪神大震災 

・３１歳-枚方青年会議所入会、人前で話せなかった 

・３３歳-「ちびりん」誕生 

・３５歳-委員長になり大平光代氏を例会講師に迎える 

     代表取締役就任 

・３８歳-日本拳法「白虎会」入会 

・３９歳-大阪ブロック副会長、茶帯取得 

・４１歳-念願大型自動二輪取得、ロータリークラブ入会 

・４３歳-念願の黒帯取得 

・４４歳-生涯初のホームランをうつ 

・現在-あきおちゃんとの別れ、老眼、痛風     以上 

小さな｢うみの星｣園児 

   お姉ちゃんと 

 小さな中学生！   

   ちょっとロン毛  
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第１７７０回例会出席報告（５月２５日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 ３５名 ６６．０４％ 

    第１７67回例会補正後出席率  ６９．８１％ 

メーク ５名  欠席 １６名  除外 ５名 
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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「東日本大震災」 

 駕田 毅 会員 

6/29 

（水） 

・最終例会 

・退任挨拶（会長、副会長、幹事、SAA） 

○本日の配布物 

①ロータリーの友6月号 

②10-11年度地区大会記録書 

○本日の回覧物 

・ガバナー月信６月号 

〇行事等出席予定 

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      

今後の予定  報告事項 

  ６月６月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

 小西雅晴会員（H２１年） 

 
 

おめでとうございます！ 

６月６月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

藤原和彦会員（１５日) 

  

ニコニコ箱 合計 ¥52,000 累計 ¥1,095,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊前回欠席のお詫びに             平尾公介 

＊欠席のお詫びとして              辻村順一 

＊長男の結婚を祝って             橘喜久夫 

＊古稀のお祝をいただいて           駕田 毅 

＊古稀のお祝を頂いてのよろこびに     吾郷泰廣 

＊私だけにバースデイソングを 

  歌っていただいた喜びに          原 正和 

＊卓話をさせて頂きありがとうございました  林 克彦 

＊新旧引継ぎを恙なく終えて          北村 隆 

例会 新旧合同理事会 

会員増強
セミナー 

100万ドルランチ 

定例理事会 

例会

例会

月 火 水 木 金 土 日 

5/30 31 ６／１ 2 3 4 5 

       

6 7 ８ 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 ２２ 23 24 25 26 

       

被選理事会 

            201１年 ６月 

例会

情報集会 

＜ガバナー事務所より報告＞ 

＊東日本大震災の義援金（第2回送金） 

 5月10日に義援金の第2回送金分10,669,292円を 

 ガバナー会に送金しました。 

＊布団セット寄付プロジェクト 

 大2520地区ガバナーから支援要請があった布団 

 セット寄付プロジェクトは皆様の温かいご支援のお 

 かげで1,487,200円(104セット)募金が集まりました。 

 4月１4日に84セットを岩手県久慈市、5月20日に20 

 セットを宮城県気仙沼地域に送りました。 

                (ガバナー月信6月号掲載記事） 


