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４月は 「 ロータリーの雑誌月間 」 です 

 

第 2208 回例会（創立 45 周年記念例会） 
         2006 年 3 月 22 日（水） 
 

1. 開会点鐘       5. 長期在籍会員感謝状贈呈  9. 委員会報告 
2. ロータリーソング   6. 幹事報告         10. 受賞者スピーチ  
3. ゲスト紹介      7. 出席報告         11. 乾杯・会食 
4. 会長の時間      8. ニコニコＢＯＸ      12. 閉会点鐘 

「守口ロータリークラブ」誕生の歴史                                                
  
 この内容は、２０周年記念誌で（故）天野次雄氏が書か
れた「創立当時の回想」より転載させていただきました。 
                      

「守口ロータリークラブ」創立総会                     
      場所：松下電器産業本社第一会議室 
         日時：昭和 36 年３月２０日 
 
田宮特別代表、松島清重氏（大阪ＲＣ会長）のご出席の
もとに理事、役員の選挙を行うこととなり次の５名の方が
選考委員に推されました。 
即ち、田宮特別代表、松島大阪ＲＣ会長、木崎正隆氏、
井植祐郎氏、田代通氏の５名。別室にて審議の結果次
の各氏を推薦し決定しました。 
 
会 長 小川  鍛 松下電器産業常務取締役 
副会長 関口 信男 東洋紡績守口工場長 
理 事 井植 祐郎 三洋電機副社長 
理 事 天野 次雄 松下電工常務取締役 
理 事 中村 栄一 大谷学園常務理事 
理 事 木崎 正隆 守口市市長 
理 事 高士 政郎 都島自動車㈱社長 
幹 事 田代  通 守口縫工㈱社長 
ＳＡＡ 高須 桂造 朝日機工㈱取締役技術部長 
会 計 松村 信男 協和銀行守口支店長 
 

この他会員は次の通りでありました。 
岡   宗夫 関西医科大学学長代理 
佐竹市太郎 佐竹化学機械㈱社長 
中条 良三 パリゼンヌ㈱社長 
安久 祐作 中央化学工業㈱社長 
川合茂太郎 京阪電気鉄道㈱取締役 
橋本徳次郎 松下病院院長 
駒村 忠一 大阪高級鋳造㈱社長 
中塚 種夫 門真町町長 
本多 喜慶 守口市教育委員長 
池谷 邦人 大和硝子㈱取締役 
喜多   甫 淀川左岸土地改良区理事長 

 
総数２１名のチャーターメンバーをもってめでたく守口ロ
ータリー仮クラブとしての呱々の声を上げることが出来ま
した。 
中野ガバナーを始め、スポンサークラブのご指導を賜っ
た方々は申すまでもありませんが、会員候補の木崎正
隆氏、田代通氏、側面的援助をして下さった井植祐郎
氏など各位の「クラブ」創立に対する貢献のあったことを 
銘記したいと思います。 
次いで昭和 36 年４月２４日付をもってＲＩ理事会により正
式に国際ロータリーに加盟承認され、6 月２５日には９ク
ラブ（泉佐野、大阪淀川、大阪住吉、堺南、枚方、河内
長野、守口、八尾、大和高田）合同の加盟認証状伝達
式が、大阪南の新歌舞伎座において盛大に挙行され、 
名実共に守口ＲＣの誕生を見るに至りました。 



 

 
 
 
 

（受賞者スピーチ） 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

深田 清一 会員 
1974.3.13.入会（在籍 32 年） 

第 36 代会長 
 
一番手でやらせていただきます。      
■ 只今は有難い賞を頂戴いたしました。     
長年在籍させていただいただけで大変恐縮です。 
しかしこのように長く在籍させていただいたと云
う事は次の３点につきると思います。一つは長年健
康で来られたと云う事でございます。２番目はその
間自分自身の事業がうまく運び得たと云う事です。
そしてもう一つ最大の事は会員皆様方が超大人で
あったわけでして、私のような出来の悪い人物に寛
大・寛容の心で見まもっていただいたお陰でござい
ます。 
■ 私の入会させて頂きました当時をちょっと、 
振りかえらせていただきます。 
入会は１９７４年（昭和４９年）でございまして今
年３月１３日で満３２年となります。 
 第１３代池田俊郎会長・小西豊和幹事の時の入会
です。紹介者は高平鉄工所社長の高平助一さんと木
崎元市長でございます。入会させて頂きました当時
は今のようななごやかな雰囲気ではありませんで、
堅苦しく皆さんカミシモを着られてるがごとく言葉
使いにも気を使う有様です。その中で私は（ＪＣ）
青年会議所に５年間おりましたので先輩が当クラブ
にたくさん先に入っておられまして、色々と助けら
れました。この後挨拶されます常盤さん、西原さん、
西原さんは、私より年下ですがロータリー歴は私よ
り先輩です。他にこの前退会されました小西さん、
亡くなられた大西晃夫さん、すでに退会されており
ます清水さん等がおられました。 
■ 入会して間もなく（1年半後）の昭和５０年９ 
月に当３６６地区７組（現在の２６６０地区第３組）
の都市連合会ＩＣＧＦ（現在のＩＭ）が松下電工本 
社講堂であり、出席いたしました。当日は特別講演 
と致しまして、当時ご健在であられた松下幸之助相 
談役と評論家の草柳大蔵さんのお二方でした。パス 
トガバナー出席のもと会議が進められ、討議部門に 
入り私は青少年部門の発言者として出させて頂き、 
新人で大変でしたけど、なんとか責任をはたせたか 
におぼえております。当時の冊子（記録書）を現在 
読み返して見て今でも通用するような事を言って 
いるなアと思い、せめてものすくいです。 
■ その後２０周年には２０代会長としてお医者さ  
んの伊藤廉さん、私が幹事をおおせつかりました。
この年度は通例年度の事業と２０周年記念事業と
の二本立てで行われますので幹事は双方かけもち 

 
になりその分多忙となります。 
記念事業の方は、実行委員長には天野会員のお父さ 
んの天野次雄さんでしたので、たびたび前のご自宅
（現在はマンションに建て替えられました。）の方
へ打合せに寄せて頂きました。ご自宅は当時（２５
年前）としては珍しく、門構えの扉を奥の部屋より
自動制御される装置で、さすが元松下の重役さんと
の思いでした。 
２０周年記念基金事業とネグロス島奉仕事業はこ
の時発足したわけでございます。 
■ ３６年目には会長をさせて頂き、楠神さんに 
副会長、疋田さんには幹事とその節には大変お世話
になりました。 
その年度の出来事につきましては後日、又機会があ
りましたらお話させて頂きます。 
     ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
        （受賞者スピーチ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西原 房三 会員 
1968.1.10.入会（在籍 38 年） 

第 34 代会長 
 
創立 45 周年で 38 年間何の功績もなく長い間居った
というだけで、結構な感謝状をいただきまして、本
当に有難うございました。周年行事にはいつも創立
時に尽力されました、田代さん（現会員のお父さん）
が創立時のいろんな苦労話またメンバーの方のこと
などよくご存知だったので、古い会員さんでしたら、
よく聞いておられる方も多くおれると思います。私
はその田代さんと木崎さんの紹介で入会させていた
だきました。30 歳のときであります。最初「いつい
つに出て来い」といわれました、出て行ったんであ
りますけれども、とても私なんどが入るところでは
ないとお断り申し上げたんですが、強引に出て来い
ということで入ったわけでございます。丁度入会さ
せていただいたときに幹事さんをしておられたのが、
奇しくも今日きておられます、門真ＲＣの藤井昭三
郎さんでございます。                   

  この方も、今伺っていますと、年令がこのあいだ退
会されました、小西さんと同じ年でありまして、守
口クラブのチャーターメンバーということでござい
まして、「何歳のときにはいられたのですか？」とお
聞きすると３２歳のときに入られというふうに伺い
ました。 
大変気を使われただろうなと思います。 
私も入会してから、敷居が高くて、水曜日出てくる
のが、いやでございまして、ずるずる休みかけてお
ったんですが、２週休みますと、田代さんが店へこ

 

 



 

 
 
 
 

られまして、引っ張っていかれたというふうなこと
でございました。 
藤井さんのとなりにすわらせていただきまして、藤
井さんが設立当時の資料など書いてきておられまし
て、一寸見せていただいたんですが、これは私がお
話するより、藤井さんにお話していただいた方が良
いのではないかということで、私の持ち時間の中で
藤井さんにお話いただきたいと思います。 
藤井さんは８年間守口におられまして、私が入って、
私は覚えていなかったのですが、 
「西原さんとは、１年間ご一緒させていただきまし
たよ」というふうに言われまして 
私がはいりまして、１年後に門真ロータリークラブ
ができまして、守口から藤井さんと、そのときの市
長さんである、中塚種夫氏と二人が門真の方へ出ら
れまして、藤井さんは初代の門真ロータリークラブ
の幹事で門真ロータリークラブ設立の立役者として、
ご尽力いただいた方でございます。 
藤井さんをご紹介申し上げますので、御静聴のほど
お願い申し上げます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
       （ゲストスピーチ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤井 昭三郎 会員 
守口 R.C ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 

     現在門真 R.C 所属 
      (在籍通算 45 年) 

 
門真ロータリークラブの藤井でございます。 
丁度 45 年前に、この守口ロータリークラブが出来た
ときのいきさつをお話いたします。 
1961 年の一年位前から、このクラブの出来ましたそ
の仕掛け人は、田代さん（現会員のお父さん）とそ
の当時、東洋紡の守口工場長をされていた、関口さ
んのお二人でございます。 
その仕掛け人の上におられたのが、守口の木崎市長
と三洋電機の井植祐郎さんで、このお二人がおられ
まして、田代さん、関口さんが、守口の市長室、そ
れから三洋電機のその当時、井植常務さんのお部屋
で、いろいろと下相談をいたしまして、私は中塚市
長の代理で門真でもう少し人数を増やせということ
でしたが、結局二人ということで、いろいろ相談し
まして、それで初代の会長が松下電器の小川鍛さん、
この方は京都府警の本部長、内閣公安調査庁の室長、
ＩＬＯの日本代表、それから松下電器に入られまし
て、この方は非常に怖い人でして、やはり警察畑で
すから、私も入会当時休んだら、「何で、休むんか」
とこういわれると、もうピリついてしまってどうに
もならないというぐらい怖い会長さんでした。関口
さんが副会長、田代さんが幹事ということで、この

守口ロータリークラブがスタートしたというふうな
ことでございます。 
守口クラブは、大阪クラブと高槻クラブがスポンサ
ーで、その当時大阪クラブの森寿五郎さんといいま
して、関西電力の常務をされていた方と高槻の田宮
さんという、後にガバナーになられましたが、この
お二人が守口を設立するときに、いろいろ世話され
た方でございます。今このクラブにおられます、谷
口さんのご主人、それから高士さんのお父さん、今
の守口市長の喜多さんのお父さん、これがみんな、
守口の当初のメンバーでございます。 
中途で三洋電機の井植歳男社長も入会されまして、
この井植歳男社長は非常に豪快な方で、私が幹事を
やっていた時に、この会場に入られるときも、すぐ
にこの真ん中の机にすわられまして、「社長さん、こ
のロータリーでは、社長さんの席ではなくて、ちゃ
んと席があります」というんですけれど、いつも癖
で一番前へすわられるということでした。 
それでなかなかお忙しいので、出席が難しい、それ
で私、社長室へまいりまして、「ロータリーは出席し
てもらわな困る」ということを申し上げましたら、
「それは、すまんこっちゃ」というて、すぐに財布
を出されて、ニコニコ箱に十万円というふうな、も
う なんせ豪快な方で、「お金は、お金でいいんです
けど、とりあえず出席してほしい」ということを申
し上げました。その後出席されましたけれども、田
代さんのお父さんが、井植歳男さんのお守をしてお
られたというふうなことでございました。 
私は８年間守口におりまして、門真ロータリークラ
ブを作るということで、当初守口のメンバー、今の
芦谷さんのお父さんもそうなんですけど、門真の人
は、全部門真に来るという約束でやったわけですけ
ど、さて門真を作りましたら、誰もこられない、結
局私と中塚市長が門真へ行きまして、中塚市長は何
もされないし、私ひとりでいろいろしまして、それ
から 37 年経ったわけですけれども、丁度 45 年これ
でロータリーを勤めさせていただいたといふことで
ございます。守口の創立当初のメンバーの方も、駒
村さん、三国さん、高平さん、その辺の方が非常に
活躍されていたということでございます。 
創立時のいろんないきさつ、機会があれば、田代さ
んにお話しておきます。以上でございます。 
 
      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1961..3.20 創立第一回記念写真 
         （松下電器本社） 

 

 



 

 
 
 
 

        
 （乾杯のご発声） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
熊澤 忠躬 会員 

      1977.2.9.入会（29 年在籍） 
第 26 代会長 

 
ご指名によりまして、乾杯の音頭をとらさせていた
だきます。45 周年記念おめでとうございます。 
45 年という年限は非常に長い年限でございます。こ
の中で一番お若い方は水谷さんーぼんぼんのような
お顔をしておられますが、この方は４３歳でござい
ます。そうしますとこの４５年ということから考え
ますと、まだお生まれになっておられないどころか、
まだ種もできていなかった時代、よもやロータリア
ンになるとは思ってもおられなかったでしょう。 
それから 45 年の間、ここまで発展させていただきま
した皆様方、諸先輩の方々に深く感謝いたします。
それからもう一つ私、反省をしております。と申し
ますのは、最近メンバーの菊田さんが創立以来の写
真集をつくっておられまして、名前や顔がわからな
いというので、古い人に聞いて回っておられます。
私のところにも参られましたんですが、私は愕然と
いたしました。写真を見て、どの人がどれで、名前
と顔とがまったく分らないんです。私くらい分らな
い人、ほかにおらないだろうと思うくらい、分らな
かった。これで私、反省いたしまして、愕然といた
しまして、私偉そうに会員増強だとか、親睦だとか、
口にしておりますが、メンバーの顔もわからない、
名前も分らないで今まできたということに対して、
非常に無責任な態度であったということを痛烈に反
省いたしまして、もうこの親睦増強の基本、これは
お互いに顔を知り合うこと、名前を知り合うこと、
これが最も大切だなということを実感したわけであ
ります。一寸 認知症が進んだんではないかと思っ
たんですが、そうじゃなくて本当をいいますと、私
自身があまり関心がなかったこと、これに原因した
というふうに考えております。これが私の感懐であ
ります。 
ここで乾杯の音頭を、とらせていただくわけですが、
ちょっとオリジナルな撰をださせていただき、具体
的にどうしたらよいかということを祈念いたしたい
と思います。 
その一つは、まずあと５年したら５０周年がありま
す。そのときにここにおられる方々皆さん全員で、
元気でこの席に出ていただきたい、これを願ってお
ります。それから、その次は、５年後の一体このク
ラブが、どれくらいの人数になるか、私は百名と願
っております。これから会長になる方、大いにそれ
を肝に銘じて、がんばっていただきたいと思います。 
この二つを祈念いたしまして、乾杯をしたいと思い

ます。       （乾杯！） 
       （受賞者スピーチ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常盤 泰弘 会員 
1972.6.14 入会（33 年在籍） 

第 32 代会長 
 
みなさんこんにちは 
先ほど、表彰状をいただきまして、どうも皆さんの
おかげだと思っております。どうもありがとうござ
いました。 
思い起こせば、月日のたつのは早いものでございま
して、私は 1972 年でしたか、40 歳、青年会議所を
卒業して、すぐその年にロータリーに入会さていた
だきまして、現在 75 歳普通だったら 75 回の表彰か
と思っていたのですけども、やはり中途半端のが、
ありましたんで、足切りにあったと、数え年齢とい
うことでございまして------- 
もう少し、しゃべることが沢山あったのですが、 
先ほどのお二方が、熱演がありまして、私の時間が
なくなったとのことでした。宴会はじまっても、ご
馳走をおいて、ここでしゃべれといわれ、何か損を
したような気もするのですけれども、私のテーブル
の方々は私のご馳走を残していてくれる、やろうと
思うて、おります。 
私、33 年間の間、ほとんどの委員会の委員長、役を
やっております。普通でしたら一度、その役をすれ
ば、次は当たらないということでございまして、今
はどうなっているか知りませんけど、３３回役をや
っていたら、もうあとは持ってくる役はないという
ようなことで、ある程度安心しております。それか
ら私事になりますが、65 歳になったときに、全部自
分の仕事をリタイヤーしまして、これからゆっくり、
のんびりさせてもらおうと思ったのですけれど、ロ
ータリーもそのとき退会を考えまして、だけど私の
家内のいうことには、「毎日家に居られたら、煙とう
て、かなわない、一週間にいっぺんでいいから、よ
そへいって、ごはん食べてきて」と、そんなものか
と思って、思い直して出席を続けることにしました。
それから 70 歳になりました。5 年たちました。その
ときは年金ももろうてるし、することもないし、も
うロータリー今度こそをやめるというと、また同じ
ような、家内の返事が返ってきました。こうなれば、
やけの、やんぱち、心を決めて、それなれば、死ぬ
まで、いったれ、というような気持ちで今現在続い
ております。 
私の気持ちとしたら、この表彰をいただきましたこ
とを、本当に皆様のご声援の賜物だと心より感謝い
たしております。 
古いメンバーではございますけれど、古くなると遠
慮するものがないから、たいがい言いたいことを言

  



 

 
 
 
 

うのですけど、新しい人は、それを聞いてある程度
びびると、私も過去には古い人に言われたら、そん
なもんかな、やらんといかんのかな、自分の意に沿
わんことでも、はいわかりましたと、やっていたの
ですけど、私は死ぬまで、この会にお世話になろう
と思っていますし、そういういけずはしないつもり
おります。こんごともよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
西原 房三 会員 

 
 
先程の続きをもう少しお話させていただきます。 
思い出しますと、38 年ということになりますが、 
当初入会したころは、どうしても敷居が高くて、さ
ぼりがちでございました。 
そうこうしているうちに、３年ほどたちまして、幹
事に指名されまして、これで止めにくくなったよう
にもおもいましたんですが、私も仕事をはじめまし
た当初でもあり、勉強する間もなく、ほんとうにい
いかげんな幹事で、そのときに副幹事していただい
たのが、小西さんでしたが、あとで小西さんがいつ
も「たいがい、ええかげん、やったなー」とよく笑
われたんでございますけれども、それでも、会員の
皆様、本当におおらかで、怖い反面、やさしい点も
たくさんございまして、少々失敗しても、全然怒ら
れなかった、失敗するたびに励ましていただいた、
ことをよく思い出します。 
それから、私が 40 歳すぎたころに、サウジアラビア
の方に出店いたしまして、そちらの方へ行っていま
したので、サウジアラビアの方にはロータリークラ
ブはありませんでしたので、休会扱いにしていただ
きまして、５年間休会届けをだしまして、帰ってき
たときに、たまに出るくらいで、ほとんどロータリ
ーには、出席しておりませんでした。 
振返ってみますと、常盤さんはなかなか優秀なロー
タリアンであったと思いますけれども私は本当に不
真面目なロータリアンだったと自覚いたしておりま
す。そうこうしているうちに１２，３年前に会長の
指名を受けまして、今度は前の幹事の時のような、
いい加減なことではいかんなというように思いまし
て、はじめて、ロータリーの勉強をさせていただい
た。それまでロータリーの本を読んだことがなかっ
たのですが、そのときはじめて、しっかり読ませて
いただきました。どうにか会長を務めさせていただ
いたわけでありますが、会長のときに、一番思い出
に残りますのは、私は 34 代目の会長であったのです
けれどもそのときに名誉会長でありました、小川初

代会長の京都の家まで、よせていただきまして一度
出てきて、卓話してください、とお願いしまして、
８月の例会でしたが、出ていただきました。そのと
きに田代さんのお父さんの田代会員も健在で出席し
ておられましたのでそのときに、初代会長・幹事が
34 年目の例会で共に出席されるといことは、ほかの
クラブには、例がないのではないかということでご
紹介させていたいただいたことです。 
そのご、役がすんだら、またいい加減な、元に戻り
まして、昨今にいたっておりますけれども、最近に
なって、非常に残念なことは、長い間親しんでいた
だきました、古い会員さんが退会されたということ
で、非常に淋しい思いをいたしております。 
私もいつまで、おったらいいのかなと感じたことも
ありましたが、先ほどの常盤さんのお話の通り、ロ
ータリーはエンドレスかなというふなことも、最近
考えたりいたしております。しかし同じロータリー
に居るのならば、楽しく、愉快に皆さん方とひとと
きを過ごしながら、また思い出しますと、いろんな
すばらしい、偉い会員さんがたくさんおられます、
その人たちにおしえていただくこと、またあまりお
話しませんでしたけれども、その雰囲気の中から勉
強することも、たくさんございます。今後とも楽し
いロータリーライフを過ごしてまいりたいと思いま
すので、どうかよろしくお願いいたします。 
       ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
     
 
         （会員スピーチ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横尾 定美 会員 
1980.9.3 入会（25 年在籍） 

第 30 代会長 
 
45 周年ということですが、私何年ロータリーのお世
話になっているのか考えてみたのですが、よくわか
りません。わかりませんけれども、45 周年の半分は
ロータリーに在籍していただろうと思います。そう
して、いまのお話ですと、30 年のときに私が会長を
したといわれ、それもそうだったかなと、改めて思
い出したようなわけです。まことにたよりのないロ
ータリアンでありましたけれども、私はこうしてい
つもロータリーに出席させていただいておりますの
は、私は病院務めの医者でございまして、したがっ
て、世間が非常に狭いわけであります。それを補う
意味でもこうして、ロータリーに出席させていただ
きますというと、各界の名士といろいろ顔をあわせ
て、お話を聞かせていただくという、それがロータ
リーに出席する私にとっては、大変大きな意味がそ
こにある、そんなところであります。 
この 45 周年大変おめでとうございます。これをもっ

 

 



 

 
 
 
 

て私のご挨拶といたします。 
 
        （会員スピーチ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家村 武秀 会員 
1980.4.2.入会（在籍 26 年） 

第 41 代会長 
 
私も在籍しまして 25 年を越しております。ロータリ
ーに入って本当によかったなといつも思っておりま
す。その中で、少し違う視点から、私のロータリー
の楽しみ方と申しますか、この６月にコペンハーゲ
ンで世界大会がございますが、私はそのほうもすで
に登録しておりまして、たしか今回が 12 回目か 13
回目になると思います。私が世界大会に毎年、なぜ
行くのかということですが、一つは世界各地で開催
されますので、ちょうど家内と一緒に旅行するいい
機会かなということで、だいたい参加しましたら、
翌年の登録をもうすでに現地でしてくるようにして
います。その中である趣味の会に席をおいとりまし
て、たまたまはじめてゆきましたのが 1990 年のポー
トランドの世界大会でございました。そのときにで
きたグループに入れていただいて、たまたま 3 年目
ぐらいでしたか、当初日本人は私とほかにもう２名
ほどしかいませんでした。それでその会の日本担当
の副会長になれという指名がございまして、だいぶ
考えたんでありますが、無理矢理に副会長に指名さ
れまして、今日に至っております。従いまして、世
界大会に行きますと必ず、その会の役員会とか、あ
るいは夕食会とかいうのがございまして、おかげさ
までいろんな友人ができました。その皆さんにお会
いすることを楽しみに、毎回行くように努力をして
おるようなわけでございます。聞きますと天野会員
もキャンピングカーを楽しんでおられるようですが、
これも世界のロータリーの中に、そういうグループ
がありますので、ぜひ行かれて海外で、キャンピン
グを楽しまれたら、いかがかなあとご提案申し上げ
まして、一寸場違いの話になったかもしれませんが、
指名を受けましたので、以上で終わらせていただき
ます。 
 
 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
  

2006 のＲＩ国際大会 
 
 日時： 2006 年 6 月 11 日～14 日 
 場所： デンマーク・コペンハーゲンおよび 
     スウェーデン・マルメ 

  
 
        （閉会のご挨拶） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横山 正憲 会員 
1982.2.24.入会（在籍 24 年） 

第 37 代会長   
 
守口Ｒ.Ｃ４５周年お目出とうございます。 
今日の良き日を迎える事が出来ましたのも先輩の皆様の
優れたご指導と会員各位の心よりのご協力が、あってこ
そ積み上げられたものであると心から厚く御礼申しあげ
ます。 
 社会奉仕と国際奉仕の行動を伴った二大奉仕事業は
守口Ｒ.Ｃが胸を張って誇れる優れた事業でございました。
そして吾々会員にとりまして、ロータリー精神の支えとし
て守って参りましたものでございます。 
現在は先程会長のお話にありました様に、次の大きな目
標を考え行動を起こすための充電中との事でございます。
どうか会員の皆様、わが守口Ｒ.Ｃのため皆で、力を尽く
し納得の行く奉仕を、しっかり考えそして向って行こうで
はありませんか。 
何卒、より一層のお力添えを頂けます様お願いしまして
お開きの言葉といたします。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
     30 年以上在籍会員感謝状贈呈者 
 
     駒村 忠一 会員 在籍 45 年 
     西原 房三 会員 在籍 38 年 
     常盤 泰弘 会員 在籍 33 年 
     深田 清一 会員 在籍 32 年 
     高士 修  会員 在籍 30 年 
 
      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

広報雑誌・会報委員会より 
 
創立45周年記念例会では、長年在籍者会員のみなさん 
から、入会当時の思い出などをお話いただきました。 
特に、当クラブ創設当時のチャーターメンバー藤井昭三
郎氏（門真ＲＣ）にもご出席いただき、設立当時のお話を
していただきました。皆さんからのお話は当クラブの貴重
な歴史でもあり、録音テープをもとに「特集号」を作成しま
した。時間の制限もあり、お話の趣旨が充分表現できて
いない箇所も多々ありますことを、スピーチされた皆様に
お詫びいたします。       （編集責任 田代 精作） 

  


