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第２０１1年６月８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 

♪♪今日の歌今日の歌  ｢｢  我等の生業我等の生業  」」♪♪ 

 

    

     「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     中谷 賀久  会員 

 毎回『私の履歴書』を楽しく読ませていただいております。 

自分の番が来るのを凄く怯えていたのですが、とうとう原稿依頼のＦＡＸ

が届き、何年も開けていなかったアルバムを観ながら思い出にふけって

しまいました。 

 

≪地域≫ 
私は1963年11月26日に八尾市の河内山本という町で生まれ育ち、現

在も在住いたしております。 

この地域で飛鳥時代ごろ、物部氏の勢力範囲で権勢を争った蘇我氏と

戦を行ったと言い伝えられています。その時蘇我氏についた聖徳太子は戦勝祈願のため秦河勝に教興寺を

建立させたと言われています。1880年後半までは私の生まれた村は万

願寺という村名だったのですが、現在はその呼び名もほとんど用いられ

る人がいなく、たまにお年寄り達から耳にするくらいです。 

 

≪転換期≫ 
 小学校から高校卒業までは、結構内気でごく普通の子供で育ちまし

たが、大学へ進むにつれて性格が180度ひっくり返ったかのように、活

発に行動するようになりました。そして、冬休み春休みは毎年信州の栂

池高原スキー場のホテルで、夏休みになると沖縄へ行ってツアー添乗

員のアルバイトと、年がら年中家を飛び出し、数えきれない程の出会い

で財産（友達）を作ることが出来ました。今思えば学生時代のアルバイトは私にとって人生を大きく変えたもの

で、かけがえのない時間であったことは間違いありません。 

  

 我社はここ10年程の間に同業の会社を4社吸収合併し、お陰様を

持ちまして業績も順調に伸ばさせていただいております。それも大学

時代にバイトで知り合った時の友人に大手の会社から移籍してもら

い、現在私の右腕となるべく頑張っていただいているお陰でもあると

日夜感謝しています。 

 私の人生を大きく変えたのはもちろん妻との結婚、その妻との出会

いも大学4年生の時に串カツ屋のバイトであります。 

 今現在、大学4年と高校2年の娘の二人と今年大学へ入学した長男

の息子が一人、5人家族であります。まだまだ自分の人生を楽しみた

いので孫が欲しいとは思わないのですが、そのうちにそういう日が来

るのかと考えると、いろんな意味でなぜか焦ってしまいます。 

 自分の人生の中でまだまだやるべき事はたくさんあるのですが、その中で一番やらなければとならないと思

うことは、やはり男として生まれたからには 後まで責任を持って家族を幸せにしてあげなければと思ってい

ます。 

 後になりますが、これからも仕事やプライベートもバリバリ頑張って参りますので、どうかクラブの先輩方の

ご指導とご鞭撻をよろしくお願いいたします。                                  
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第第17721772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 「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「奉仕について」                宮田明会員 

●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 

 会 長 通 信 

会長通信について！ 

 ロータリーは家族ですをテーマにこの一年間会長

の役を皆さんに支えてもらい楽しく過ごさせてもらいま

した。 

 私達はこの世に生を受ける時、時・場所(ふる里)・

家族・友人・同窓・もちろんくずはロータリークラブ員

とその家族を自分で選ぶ事もできません。 

 人生、生きがいも、その時代も選ぶことはできませ

ん。 

 それは宿命というものなのです。 

 人の出会いもそうなのです。 

 会長通信はその様な自分自身の人生をみつめ直

す一年間の様でした。 

 50歳ぐらい迄は自分自身の人生を大事にする事

で頭がいっぱいでした。 

 その結果が家族にとって良いものであればと思って

いまいたが、本当は郷土愛・社会・国を想う心を持

つ事こそ家族が守れるという事がわかって来ました。 

 65才になった今、振り返ってみるとこの10年間が勝

負だった様に思います。 

 愛は哀に通じる悲しいぐらい涙が出るくらい哀し

ている人。もっと皆様に私の家族の事を文章とし

て書き伝えたかった。 

 ロータリークラブメンバーへのメッセージと共に

家族へのラブレターでもありました。 

 よく一年間文句も言わず付き合って下さり、あり

がとうございました。感謝します。 

おめでとうございます！      

 先週の例会 

 ６月入会記念日祝 小西雅晴会員  ６月お誕生日祝 藤原和彦会員   
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卓  話 

○服を選ぼう 
 さて、「今日はどんな服を着ていこうか

な」と迷う人も多いはず。そんな時は、

その日のあなたの心理状態によって服

を選んでみてはいかがでしょうか。 

＜気持ちや心理状態＞ 

服の色 

・新しい恋や仕事が欲しいとき ― ピンク 

・自己を改革させたい時や変化が欲しいとき ― 黄色 

 ※黄色が流行の時は転職ブームの時が多い 

.自己主張したいときや物事をはっきりさせたいとき ― 赤 

人恋しいとき、寂しいとき ― 白 

協調性を保ちたいとき ― 青や紺色 

何かにチャレンジしたいとき ― ベージュ 

今の自分を隠したいときやワンランク上に見せたいとき―黒 

 ちなみに、茶色は現状に満足していない人が使いたくな

るカラーです。「 近なぜか茶色の服をよく着るようになっ

た」というなら、現状に満足していない証拠です。 

 もし、ご主人や彼氏が茶色の服をよく着るようになったら

“危険信号？”です。 

 

『夏越しの大祓（おおはらえ）』 
 ６月と１２月のみそか（三十日）には、半年間の罪

やけがれを祓い（はらい）清める大祓が行われます。

６月の大祓は、「夏越しの大祓、名越しの大祓」とい

いますが、「なごし」は「和し」からきていると聞き

ます。神社では、“かや”で作った「ちの輪」をく

ぐったり、けがれを人形にたくしてそれを水にながす

行事が行われます（下写真参照）。７０１年の大宝律

令で宮中の年中行事に定められたのが始まりです。

「夏越し」というだけあって、暑い夏を無事に越すた

めに、罪やけがれを払うために大祓をすると考えるこ

とができます。 

一年の半分が過ぎ、区切りが良いから、とも言えます

が、それだけではありません。この時期は、一年中で

もストレスも負担も多くなるのです。「大祓」はその

証ではないでしょうか。 

また、６月は直感力をわかせ、才能を開花させる大

切な月ですから、もしあなたが伸び悩んでいるなら、

今月は神社に参り、よく祈願することをお勧めしま

す。このように、夏越しの大祓は人の和の大切さを教

えてくれる神事です。今までに一度も６月３０日に神

社を訪ねたことのない方は是非、今年こそ行ってみて

ください。必ず運気の向上が図れるでしょう。 

『衣替えと模様替え』 
「タイミングの良い人はツキに恵まれる」と

いいます。服も季節を先取りするぐらい

が良いのです。いつまでも冬服でいては

ダメです。６月になれば、“パッ”と夏用に

衣替えしましょう。 

 そして、服だけでなく部屋のインテリア

も季節に合ったものに変えることです。

家の中がしけてジメジメしていると、精神

衛生上良くありませんし、第一にやる気

がなくなってしまいます。 

夏に備えて、涼しげなインテリアを多用すると良いでしょう。部

屋の面積の多くを占めるものを変えると雰囲気はガラッと変わっ

てくるので、一番にカーテンを夏用に変えることをお勧めしま

す。 

○窓の方位 カーテンの色や柄 
東-ブルー、赤 花柄 

南-ベージュ、白、グリーン 

西-ピンク、茶色、ベージュ、きなり 

北-黒やダークグレー、白地のストライプ 
※注意 真っ黒や真っ赤と考えず、ワンポ

イントでもこれらの色が入っていれば良いと考えます。 

○才能を伸ばすインテリア 
仕事柄、「ひとつの方面に才能を伸ばしたい」とお考え 

のあなたは是非、実行してください。 

 

 スポーツや音楽、コンピューター、営業等の 

 才能を伸ばしたい 
東の運気に満ちた寝室作りをします。窓には赤やブ

ルーのカーテンをして、部屋の東にスポーツ用具や楽

器など、伸ばしたいものに関するものを置きます。 

 

 芸術や芸能、デザイン、技術、企画、編集、 

 法律関係の才能を伸ばしたい 
これらの才能は南のパワーで開花します。日当たりの

良い寝室が理想ですが、日当たりが良くても悪くても

窓には白いカーテン、部屋の南側に同じ型のスタンド

かフォトスタンドを２個置きます。 

 

 ファッションや小売り、客商売の才能を 

 伸ばしたい 
この場合は、西の運気が必要です。ただし、西に大き

な窓があるとＮＧ。窓には茶色やベージュのカーテン

を。そしてピンクの花と陶器の置物を置きましょう。 

 

 作家、学者、経理、サービス業の才能を 

 伸ばしたい 
北の運気に満ちた寝室にしましょう。換気をよくし 

て、ブルー基調の船の絵を飾りましょう。 

 

 大切なことは  

 「部屋に季節感を取り入れる」こと。 

 季節感のない人は成功しません。 

茅の輪（ちのわ）の由来 

『備後風土記逸文』に茅の

輪を腰につけて厄をまぬが

れたという神話があり、昔

から茅（かや）は、その旺

盛な生命力によって災厄を

除く神秘的な威力を持つと

考えられている。これに因んで我が国では、夏越の大祓

には茅の輪をくぐって厄を逃れる神事が連綿と受け継が

れている。 
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第１７７１回例会出席報告（６月１日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 ３１名 ５９．６２％ 

    第１７68回例会補正後出席率  ７２．２２％ 

メーク ３名  欠席 １５名  除外 ４名 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 
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        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 
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URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

6/15 

（水） 

・卓話  山中 卓 会員 

・新旧合同理事会 18:00～於：がんこ枚方店 

6/22 

（水） 

・卓話「東日本大震災」 

 駕田 毅 会員 

6/29 

（水） 

・ 終例会 

・退任挨拶（会長、副会長、幹事、SAA） 

○本日の配布物 

①卓話資料(宮田会員) 

○本日の回覧物 

①ガバナー会からの中間報告と被災地支援方針 

②外院金集計報告と今後の方針 

〇行事等出席報告 

6/4 会員増強セミナー    山口（伊）、原田、山口(尚) 

6/6 地区新旧社会奉仕委員会            初木 

○行事等出席予定 

6/14 IM3組会長幹事会          岩本、山口(尚） 

7/9 地区社会奉仕委員長会議            國田  

7/16  地区合同委員会           金森、山口(尚）     

 

今後の予定  報告事項 

ニコニコ箱 合計 ¥28,000 累計 ¥1,123,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊誕生祝をいただいて              藤原和彦 

＊欠席のお詫びに                平尾公介 

＊例会欠席のおわびに             重田惠年 

＊ありがとうございます              稲田博旭 

3組会長・ 
幹事会 

例会

新旧合同理事会 

最終例会 

例会

月 火 水 木 金 土 日 

6/6 7 ８ 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 ２２ 23 24 25 26 

       

27 28 29 30 7/１ 2 3 

       

被選理事会 

            201１年 ６月 

例会

＜第５回情報集会開催＞ 

2011年6月1日(水) 於:京阪ﾚｽﾄﾗﾝ(くずはゴルフ場） 

 

 出席者：吾郷、藤原、初木、平尾、今中、岩本 

      駕田、北川、南、橘、高島、上野、山口(尚) 

      山本(正)、山中            1５名 


