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「父の日」100 年 特別号
ＫＢＭありがとう通信 Vol. １３９

がん ば

ＫＢＭから毎日笑顔で顔晴る、大好きで大切なお父さんに
「ありがとう」「元氣でね」と感謝の氣持ちを贈ります。

本
社 東近江市幸町 ２−２８ TEL 0748-23-2233
草津営業所 草津市野村１丁目 21-1 TEL 077-564-3201
彦根営業所 彦根市外町１７５
TEL 0749-24-6651

父の日１００年

落合

勲

書画

は様 々︒ことしの﹁
父 ﹂ というもの︒親子の絆 が
の日には﹁
感謝﹂
の氣持 深まり︑今年の父の日は
ちを素 直 に表 現 して 記念すべき父の日になる
がん ば
でしょう︒お父 さんも︑
﹁ありがとう︑うれしい
よ﹂と一緒 に喜 んでくだ
さい︒
六月二十一日 日( ︑)今
年は二十四節氣の夏至︒
ダ ブルで記 念 日 ですの
で︑Ｗの絆が結べるかも︒
ありがとうございます︒
小(林弘和 )

﹁親 父 ︑仕 事顔晴って
くれてありがとう︑一
緒にお酒が呑めるのを
楽 しみにしてたんだ﹂
と話 かけると︑きっと
喜 ぶこと間違 いなし︒
﹁
お酒﹂
を片手にトライ
しよう︒﹁
感謝﹂
︑﹁
あり
がとう﹂は循 環 し︑必
ずいいことが起 こりま
す︒一所懸命働いてい

るお父さんも報われる

﹁お父さんありがとう﹂

草津営業所 大橋吉廣

男同志と言う事もあるのだがやはり照れくさい
なかなか言えない改まってのありがとうの言葉
三人の子ども達が無事に大きく成長出来たのも
夫婦二人で安心して外で働かせて頂けるのも
保育園 学習塾への車での送り迎えなどなど
いつも文句を言いながら結局引き受けてくれる
社交的でやさしいおじいさん
健康には人一倍 氣を使い
色んな本を読み研究熱心で本の山
自分のしている事は棚に上げ
人にはおせっかい
これからも老夫婦けんかしながら
ワッハハ ワッハハ
笑いの絶えない老後を健康で過ごしてください
これからも宜しくお願いします
お父さんありがとう
︵二〇〇九年六月一日︶

父 といえば大黒柱 ︑
一家を支える存在︒企
業 にとっても﹁
父﹂に当
たる社長は会社の中心
骨組み︒脳力開発的に
は︑﹁
戦略﹂
的存在︒困
難 に当たっても迷 わな
いし︑ブレナイ︒心強い
会社の﹁
父﹂
的存在︒困
難な時期にこそ求めら
れ る存 在 ︒父 の日 に
﹁
父﹂
と社長をダブらせ
てみるのも視野が広 が
り素晴らしい︒
﹁
父さん﹂﹁
親父﹂
﹁
お
とん﹂
﹁
パパ﹂
など呼び方

今 から１００年前の１ み︑６月 に﹁
父の日﹂
を祝 キャンペーン﹂
を開催しま
９０９年︑アメリカに住む う礼拝をしてもらいまし した︒それで日本 では黄
ジョン・ブルース・
ドット夫 た︒それが１９０９年６月 色が﹁
父の日﹂
のイメージ
人は︑﹁
母の日﹂
の説教を １９日 で︑第 ３日曜日 で カラーとなり︑またドッ
聞 いていて︑﹁
父 の日 ﹂も した︒これがもとで︑６月 ト婦人が父親の墓前に白
あ るべきだ と考 え ま し の第３日曜日が﹁
父の日﹂いバラを供えたことから︑
た︒母親の亡 き後︑６人 となりました︒
﹁
黄色いバラ﹂
が﹁
父の日﹂
の子どもを男手一つで育
日 本 で﹁
父 の日 ﹂が定 の花として贈られるよう
ててくれた父親を敬愛し 着 したのは１９８０年 代 になったといわれていま
ていたからです︒
といわれています︒１９８ す︒
その父親が６月生まれ １年 に日 本ファザーズ・ ︵参考 ︶日本ファザーズ・ディ
だったため︑夫 人は自 分 ディ委員会が設立され︑ 委員会ＨＰ
が通 う教 会の牧師 に頼 その翌年に﹁
黄色いリボン

ありがとう通信は『ORPHIS(オルフィス)ＨＣ5500A』で自動両面印刷をしています。

称え祝う日』

６月２１日は「父の日」『父親を尊敬し
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おとうさんありがとう
東近江本社 河田 かおる
歌は美空ひばりさん 野球は巨人
政治の話が大好きで いろいろ話してくれた父
当時 どれも興味のなかった私
正直いつもうわの空で聞いていた
頑固な父にどれほど反抗したことか
今となっては謝りたくても
遠い処へ行ってしまってそれもかなわない

ありがとう
お父さん

と

う

お義父さん

ありがとう

東近江本社 林 徹夫
電話をかけても あまり語らない父
職人氣質で 腕一本 寡黙な父
離れて住むようになり 全く会話がなくなった
﹁氣をつけて帰れよ﹂の一言に
無限の優しさ 偉大さ 寛大さを感じる
反抗ばかりしてきたけれど
父の日は 親父の好きな 饅頭もって
﹁お父さんありがとう﹂って言いに行くよ

ち

ち

人との接し方を教えてくださった義父
ち ち
吾が子のように接してくださった義父

ち

ち

楽しそうになんでも誘ってくださった義父
あなたの息子になれて 本当に良かった
﹁感謝の氣持ちを忘れたらあかん﹂
亡くなる二日前の一言
今でもしっかりと覚えています
と う
父の日は お義父さんの大好きだった
日本酒を供えに 妻と行きます
と う
﹁お義父さん ありがとう﹂

︵二〇〇九年六月一日︶

＝＝編集後記＝＝
このたび﹁
ありがとう通信﹂
が
１３９号 になり︑このメモリアル
号 ︵サンキュー号 ︶を︑お父 さん
に感謝 する﹁
父の日特 別号 ﹂と
して編集いたしました︒
父 の日 には﹁いつもありがと
う﹂
の感謝の言葉 と︑この﹁あり
がとう通 信﹂をいっしょに贈って
いただければ︑きっとお父さんに
喜んでいただけると思います︒

ありがとうございます︒

ありがとう通信は『ORPHIS(オルフィス)ＨＣ5500A』で自動両面印刷をしています。

お父さん

あ なた

草津営業所 谷野良子
父という字は斧という字であったらしい
寡黙な父ではあったが
自分と戦い圧する者から
必死で家族を守ってくれたに違いない
趣味のバイクを何時間も
飽きずに触っている笑顔の父
姉と私の枕元にお揃いの人形を
そっと置いてくれた優しい父でもあった
娘たちの花嫁姿も見ないまま
貴方の孫たちのその子どもたちの
命の誕生もみないまま
逝ってしまったけれど
貴父のおかげ様でこんな素敵な
命の連鎖が現在ここに在る
それが私の宝物
笑顔を絶やさず元氣で生きることが
貴方の願いでありお父さんへの恩返し

お父さんありがとう
﹁じぃじ﹂と孫たちに慕われて
︵二〇〇九年六月一日︶
顔をゆるゆるにしていたね
ある年 父からの年賀状に
﹁姉は姉らしく 弟は弟らしく らしくを大切に⁝﹂
姉弟は平等という私の考えで
幼い頃 子どもたちはお互いを名前で呼びあっていたのを
父はずっと氣にかけていたのだ
面と向かって言ったのでは私が傷つくと思い
年賀状でそっと諭してくれたのでしょう
もう三十近い息子たちは
今でも﹁おねえちゃん おねえちゃん﹂と
何かにつけて姉を立て 頼りにしている
私にとっても 頼もしい娘に成長してくれた
それも これもおとうさんのおかげ様
おとうさんありがとうございます
︵二〇〇九年 六月一日︶

夏至：一年の中で最も 昼間が長く 夜の短い
日です。 今年は６月２１日になりま す。

おとうさん
ありがとう
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