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第２０１1年６月１５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 

♪♪今日の歌今日の歌  ｢｢  四つのテスト四つのテスト  」」♪♪ 

 

     「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     多田 利生  会員 

 私は昭和４２年７月に香川県の大川病院というところ（両親の故郷）で生まれまし

た。生まれたときは４３００グラムあり、巨大ベビーだったそうです。今でも巨大です

が・・・。 

 小さい頃から悪がきで、３歳上の喘息もちの兄と４歳下の妹がいたためか、よく祖

母の家に預けられていました。祖母には怒られた記憶しかありません。５歳のときに

港区から枚方に引越しました。 

 小学校に入学してからもやんちゃでよく学校の先生にも叱られ、時には机ごと廊下

に出され、窓越しに授業を受けていた記憶もあります。 

 また、同学年はもちろん１級上の先輩もよくいじめていました。そのせいか１級上

の先輩が卒業するときには、２０人くらいに袋叩きにあいました。やはりあんまり調子に乗るとだめですね。 

 

 中学校は枚方第二中学校へ行きました。入ってすぐ４つの小学校の番長があつまり、誰が番をはるか決めることに

なったのですが、すでに３つの小学校が連合を組んでいて勝てる見込みがなかったのでおりました。それからは大好き

な野球に打ち込みました。２学年上の先輩から目をかけてもらい、私含め１年生で２人だけ３年生の練習に参加させても

らいました。しかし、夏の大会が終わり３年生は引退、２年生が中心になると私は干されボールも握らせてもらえなくな

り、あまり練習にもいかず不良グループと遊ぶようになりました。 

 そんな時に、たまたま大阪に遊びに来ていた叔父（母の弟）は当時香川県の坂出商業の監督をしていて、叔父の友

達も中学校で野球部の監督をしていて、そこは野球では有名なところで、当時強かった高松商業や坂出商業に選手を

輩出しているところであると聞き、両親を説得して１年生の途中から、越境入学することになりました。 

 向こうの野球は練習も厳しく、レベルも高く、はじめはベンチに入るのがやっとでした。２年生の秋の県大会ではピッ

チャーで出場し、１回戦はノーヒットノーラン、決勝戦まで無失点、その頃から注目されるようになり各高校からも誘いが

あったそうです。 

 しかし、３年生の時に肘を痛め、練習も厳しかったのでそれを理由によく休み不良グループと遊ぶようになり、また警

察のお世話にもなり、野球部は退部させられ親元にかえされました。それからは人には言えないような人生を送ってい

ました。 

 

 １８歳の夏、香川県の志度商業が甲子園に出ていたので何気なくテレビを見ていると、同じ中学で控えの３番手か４

番手のピッチャーでベンチにすら入っていたかも分からない中村君が、志度商業のエースとしてマウンドで投げていま

した。中学の時は決して素質があるわけでもなく、愛想がよくみんなからは好かれ、野球が好きで黙々と練習していたの

を覚えてました。彼はその後も厳しい練習に耐え毎日頑張ったんだと感じました。試合には負けました、感動と自分の

情けなさに大泣きし、ものすごく後悔しました。それをきっかけに少しずつですが、中村君のように愛想良く、まじめに、

何事にも一生懸命を目標にしてきました。 

 

 その後、心を改め、頭を丸め、父の会社に入り一生懸命働きました。２４歳で独立、その年に先輩の勧めで青年会議

所に入会、４０歳でロータリーに入会させていただきました。仕事・ＪＣ・ロータリー等で多くの方々と出会い、支えていた

だきながらこの年を迎えることが出来ました。 

 こんな私ではありますが、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

  中村君から学んだこと 「愛想良く・まじめに・一生懸命に」 

18歳の頃 職場の新年会にて同期と一緒に 



  

 昭和43年5月15日、大阪市 旭区で生まれました。 

 幼児の頃は、毎日、毎日父親に連れられて１０ｔダンプ 

の横で社会見学をしていました。 

ですので、今だに大型トラックに乗ると、故郷へ帰ったか 

のような感じで落ち着いた気分になります。 

 小学生の時は少年野球に夢中になり、２年生の時から 

寝屋川の三井小ジャガーズに入って、毎日 練習に明け 

暮れていました。 

 中学校には野球部が無かったので、バスケットボール部に入会しました。当時、身長が低かった為、バス 

                               ケットボールには不向きだとは、わかっていましたが、 

                               早朝から個人練習の成果があったのか、3年生の時には 

                               キャプテンを、させて頂きました。 

                               15才～17才では､モーターサイクルに夢中で毎日夜中 

                               になると阪奈道路へ通ってました。街道ﾚｰｻｰです。 

                               『青い彗星』と呼ばれていました。（笑） 

                                17才の終わり頃から今の仕事を始めました。景気が  

                               良かったという事もあり、２３才で今の会社を設立する 

                               事ができました。 

 

 

 

 現在は、外国人との交流に興味を持っています。まだ、まだ他国語を勉強しなければなりませんが時間を

かけて習得していくつもりです。 

 ３年後には、英語と中国語をマスターし外国へ行って交流を図り、ビジネスの話など、うまく出来ることを目

標にしています。 

 

Page 2 
Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin「ロータリーは家族」「ロータリーは家族」「ロータリーは家族」   

「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     木﨑 信也  会員 

           幼児の頃 

 中学時代はバスケットボール部（下段中央が私） 

スリランカ都市開発担当の政府関者の方と。     

（2010年7月スリランカ訪問時） 

 

２００６年 枚方フェスティバルの準備設営での写真。 

良き先輩？と朝から晩まで 汗だくでやってました。 
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第第17731773回例会プログラム回例会プログラム  

 
                       

●12:40 開会の点鐘                 岩本会長       司会 林(克)副SAA 

●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 

●委員会報告宝飾 

 ・出席状況報告                          中谷副委員長          

●卓話「感動した名言！はこれや」         山中 卓 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<新旧合同理事会> １８：００～ 於：がんこ枚方店 

 

 会 長 通 信 

 私がこの一年間会長をさせてもらっている間に嫁の

父が亡くなりました。母は嫁が２８歳の時亡くなっていま

す。 

 私の嫁が一人言を書いた文章を会長通信に載せて

もらいます。個人的で申し訳ありませんが、この様な嫁

の心が嬉しくて哀しく愛おしく家族皆に読んでもらいた

かったのです。最後にわがままを言って申し訳ありませ

ん。 

 

お父ちゃん 

そろそろ 落ち着いた頃でしょうか 

でもすぐに声も聞けない 顔も見れないと思うと寂しい

よ。 

足が動かなくなってからが 大変だったね 

もっともっとと思うところが 残念だったね 

だんだん気が弱くなり“もういかん、明日にはお迎えが

来る”の言葉が出るようになっても信じられず 1月23

日に顔を見た時 ビックリして、あのお父ちゃんが と

涙がポロポロ出ました。 

でもあの日が最期になるなんてね。でも皆なよくしてく

れたよ。あの日に体もきれいにしてもらったしね。 

皆なかけつけて 手順よく旅立ちの準備もしてもらっ

て。 

49日まで皆、お父ちゃんを思い しっかりやるから見

守っててね と 手を合わせてくれたと 思うよ。  

お父ちゃん ありがとね。 

私の方からは、何にもしてあげられず、ずっと心の支

えでいてもらいっぱなしで ごめんね。 

でも私は、もっともっとだきしめてほしかったよ。  

そして もっともっと ほめてもらいたかったよ。 

私 これまで しんどい時も お父ちゃんの言葉で頑

張れました。 

うれしい時は、一番に 報告しました。 

お父ちゃん 

ずっとずっと禁句にしていましたが、お母ちゃんの事。 

私 お母ちゃんも 大好きでしたよ。 

なんだか 小さい体で なくなったのが 今思えばか

わいそうです。お茶が好きで、お茶づけが好きで。 

人のお茶わんにも“おいしいよ”とおつけものいれて。 

もっともっとゆっくり話したかったよ。そばにいたかった

よ。 

私 こんなにおしゃべりなのに お母ちゃんとしゃべっ

たかな－。  

お父ちゃん 幸せだった？ 

すぐには 声が聞けなくなったけど ずっとずっと見

守っててね。 

それが お父ちゃんの役目ですよ。 

ちょっと笑った お父ちゃんの顔 忘れないよ。 
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第１７７２回例会出席報告（６月８日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 ３４名 ６４．１５％ 

    第１７6９回例会補正後出席率  ７１．７０％ 

メーク ５名  欠席 １５名  除外 ５名 
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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

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 

①10-11年度最終例会11-12年度初例会のご案内 

②2011-12年度卓話・3分間スピーチ一覧表 

○本日の回覧物 

・守口イブニングロータリークラブ創立10周年記念誌 

〇行事等出席報告 

6/14 IM3組会長幹事会          岩本、山口(尚） 

○行事等出席予定 

7/9 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） 

7/23 広報委員長会議      

○メークアップ 

6/14    平尾公介会員   京都八幡RC 

今後の予定 

 報告事項 

ニコニコ箱 合計 ¥58,000 累計 ¥1,181,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊欠席のお詫びに                    橘喜久夫 

＊長男が弊社で仕事を頑張っているよろこびに 

                                米田 勉 

＊チビリンめ！！                    多田利生 

＊前回欠席のお詫びとして              田中一眞 

＊宮田会員の卓話を聞いたよろこびに       原田武夫 

＊上野情報委員長今年は特にお疲れでした 南      武 

＊卓話を無事終了しましたお礼に          宮田  明 

卓  話 

『奉仕について』    宮田 明  会員 
 

１．ロータリーの奉仕 

 ①クラブ奉仕 ②職業奉仕 ③社会奉仕 ④国際奉仕 

 ⑤新世代奉仕 

２．当クラブの奉仕 

 ①クラブ全体・全員参加できる奉仕活動が望ましい 

 ②会員が参加したとえ小さな事でも満足できる奉仕 

    ― 一人ひとりが実感できる奉仕 

３．奉仕とは 

 ①誰のために ②何の目的のために  

 ③クラブとしての取り組み方 

  ・目的 ・対象者 ・時期 ・達成度 ・具体的な金額 

４．新世代奉仕 

 ①幼児・学童   安全・安心 

 ②学生       自立、社会人になる為のプログラム 

 ③新成人      職業のマッチング一人で飯の食える 

             大人になる為の指導等 

5.その他 ― 中国のロータリークラブ 

６．今回の大震災に対しての援助  

  息の長い干す日活動が求められている 

  期間  5年以上  10年以上 

  対象者により機関がおおよそ決まってくる 

  足長育英会的な奉仕 

  ボランティアの数が減ってきている 

  

＜中国のロータリークラブ＞ 

１．香港のロータリークラブについては英国領のときのまま 

  純粋の中国本土での利オータリークラブについては 

○上海RC  

 歴史を調べると ― 

 1919年10月1日創立 第5445番目 1943年12月３1日解散 

 1946年3月27日再設立 1951年10月16日 解散 

 2001年6月１6日暫定的クラブの地位承認 

 2006年2月8日創立 第60725番目 会員数50名以上 

 会員資格…中国大陸以外のパスポート保有者に限定され 

        ている  

○北京RC  

 暫定的クラブとして設立 

  ― 中国政府の承認がにつ様で承認待ちの状態 

     会員数25名 

  ＊中国人以外の外国人がメンバー 

  ＊香港RCの出先機関としていたが現在は切り離して 

    独立したクラブとして承認待ち 

  上海RCが動いて、広州・深セン・アモイ・成都にクラブ設 

  立の準備を進めているとのこと 


