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本日のプログラム 
           司会   伊藤  純君 
・点 鐘            屋嘉比良夫君 

・国 歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」 

・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話   梅田 英夫君   貴田 永克君 

・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

今月の歌 

朧月夜 

     菜の花畠に 入り日薄れ 

     見わたす山の端 霞ふかし 

     春風そよふく 空を見れば 

夕月かかりて におい淡し 

 

     今月の祝福 

会員誕生日 
4日 梅田 英夫君   13日  森田  誠君    
20日 貴田 永克君   24日  中島  泉君   
25日 大畑 一久君 

 
夫人誕生日 
15日 太田 弘道君・とし子さん 
24日 河村 哲也君・恭子さん 
25 日 北  健司君・志津江さん 
25日 中島  泉君・公子さん 

27日 青山 博徳君・倫子さん 

 
 

２０１４年４月１８日（金）第２１８１回（４月第３例会） 

 
結婚記念日 
2日 梅田 英夫君   3日 青山 博徳君 
5日 太田 弘道君   5日 古屋 義夫君 
13日 森田  誠君   19日 中島 宗幸君 
21日 大橋 完一君    21日 加藤  茂君 
23日 屋嘉比良夫君    24日 杤本 正樹君 
26日 中島  泉君    28日 山田 倫章君 
29日 早川 八郎君    29日 蓮野 美廣君 
アテンダンス表彰 

１１ヶ年     太田 弘道君 

８ヶ年     大畑 一久君 

５ヶ年     長谷川英輝君 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

◎例会変更の案内 

名古屋名北 ４月３０日(水) ４月３０日（水) 

   ＲＣ ゆったり例会の為 アパホテル 

名古屋アイリス ４月２３日(水) ４月２５日（金) 

   ＲＣ 合同夜間例会の為 東急ホテル 

◎例会休会のご案内 

○名古屋空港ＲＣ  ４月２８日（月）は休会 

○瀬戸ＲＣ     ４月３０日（水）は休会 

○名古屋アイリスＲＣ４月３０日（水）は休会 

○名古屋守山ＲＣ  ４月３０日（水）は休会 

○豊田東ＲＣ    ４月３０日（水）は休会 

 

出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 58名 欠席 5名 出席率91 % 

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率98% 

 



ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君  
○創立４５周年記念式典に参加する喜びで。 
足立 治夫君  浅井 瀧治君  青山 博徳君

磯野 俊雄君  伊藤  純君  伊藤 一裕君

伊藤 正之君  梅田 英夫君  小川  長君

大橋 完一君  太田 弘道君  大畑 一久君  

岡田 義邦君  岡嶋 良樹君  亀谷 鉦一君  

加藤久仁明君  加藤  茂君  風岡 保広君  

河村 哲也君  加藤 宗生君  貴田 永克君  

北  健司君  加藤 将人君  小島 啓冶君  

近藤 太門君  志水ひろみ君  清水  勲君  

芝田 貴之君  社本 太郎君  杉山 孝明君  

高木  修君  杤本 正樹君  宅間 秀順君  

塚本 兼光君  峠 テル子君  中島 宗幸君  

名畑  豊君  中川  健君  中島  泉君  

新美 治男君  野浪 正毅君  早川 八郎君  

長谷川英輝君  林  鑛三君  林  憲正君  

速水 敬志君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君  

古屋 義夫君  日比 雄将君  森田  誠君  

松尾 隆徳君  屋嘉比良夫君  山田  治君  

山口 由起君  山田 倫章君  和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君 
 
あしなが奨学生からの手紙 

アラセル・L・ガランザ 2014 年 1月 10日 

       あしながおじさん 加藤宗生君 

私の名前は、アラセ

ル・L・ガランザです。

わたしは 1999 年 6 月

14 日に生まれました。

いま、こうして奨学生”

家族”にはいりました。

わたしは、友達や、私

が行うすべてのことを

導き支えてくれる家族という周りの人々に満足し

ています。彼らは強さを授け、私が落ち込んでい

るときは引き上げてくれます。かれらは決して心

に沁みこむ助言や良い人生に導く言葉を忘れませ

ん。 
 朝学校へ到着したときに、守衛や先生やクラス

メートと挨拶することが大好きです。雑用や宿題

をしていない間や学校にいない時、観衆のいない

ところで、私は歌ったり、踊ったり、フィリピン

のテレビドラマの女優のように振る舞うのが大好

きです。私は恥ずかしがり屋なので。誰かが私の

ことを悪く言った時はとても落ち込みますが、い

つもそばにいてくれる友達に感謝します。そして、

かつて「決してあきらめるな、何でもできるさ。

神様がいつもそばにいてくれるんだから」といっ

たお父さんを思い出すのです。 
 私にとっては全ての学科が得意です。それはた

だ、学科が難しいと理解していることからくる気

持なのです。学生がその本分続け、先生が教えて

くれていることに基づいて義務を果たしている間

は、誰も難しいとは言わないでしょう。それが、

何故私がいつも宿題を見て、自分でやって訓練し

ているかの理由なのです。私はどんな障害に直面

しても、決してあきらめたりしません。 
 わたしは既に５０００ペソを受け取りました。

私は、日々の支払などに使っています。あなたか

ら私への奨学金にとても感謝しています。それは

私と家族にとって福音でした。このおかげで勉強

を続けることが出来ます。この補助によって、私

の家族の金銭的な負担は軽減されます。 
 2013 年の 12 月、私たちはクリスマス休暇を家

で過ごしていました。クリスマスはイエス様のご

生誕を祝い、家族で過ごすのに最もいい時間です。

私たちはクリスマスイブの一晩前にノキ・ブエナ

の準備を忙しくしていました。食事を一緒に取り、

私たちが家の中からただ違う色の空を眺めている

間、兄は花火に点火しました。 
 私はたいてい家から２ｋｍ先の学校まで歩きま

す。私の周りのものを見るのを楽しみます。大き

な木々、緑の草や植物、そしてきれいな空気を吸

い込みます。世界はなんて美しいのだろうって気

づくことができます。私は一度に一つのことをし

ます。学んで遊ぶ。私はただどの瞬間も楽しみま

す。私の内面が磨かれるうちに、自分がやりたい

ことを見つけようとしています。 
 家では、雑用をしています。私は家族の夕食を

作り、自分の衣服を洗濯してお母さんの洗濯を手

助けしています。 
 学校では、クラスメートを助け部屋の掃除をし

ます。私は学生として勉強し、宿題をする責任を

果たします。私は沢山調べて、私自身の宿題に答

えます。最近の私の先生の宿題で、私はクラスで

10 人の優れた学生になりました。すべての 8 年生

の中では上位 6 人になりました。先生が話してく

れたことを知った後、私はその偉業がとてもうれ

しかったです。 
 私の父は昨年 2013 年の 8 月に交通事故で亡く

なりました。とても突然の死だったので家族全員

が大きなショックを受けました。でも、奨学金の

話が来ていると知って、私は奨学金をどう受けら

れるかという機会を掴みました。お父さんが稼ぎ

頭だったので、お母さんを助けるために私は本当

に強く祈りました。それは神様から祈る者へのお

答えでした。私が恐れていたこと、それは、お父

さんが私たちを残して逝ってしまった時、誰が私

たちの願いに答えてくれるのか、お父さんが養っ

てくれたのと同じように、誰が私たちをやしなっ

てくれるのかというものだったからです。ですか

ら、この奨学金は本当に神様（＊お父さんかもし

れません）からの贈り物なのです。 



 この事は、「私は失ってしまったかもしれない

が、何かを得た」ということに気づかせてくれま

した。私は、ご担当の方やあしながおじさん貴方

が、私が勉強を続け、望ましい成果をもって勉強

を修了するために、支援を続けて頂けるよう希望

し、お祈りしています。 
 あなたの助けを受け高校生活を終えたら、大学

へ行きたいと考えています。私はわたしの夢を叶

え、家族が今経験している貧困から抜け出すため

に一生懸命努力します。私は教育がよりよい未来

への鍵だと信じています。 
心を込めて 
 

ライラ・ジェーン・ヤバナ 

あしながおじさん 社本太郎君 

 

また、おじさんに

お手紙で報告できる

のでとても興奮して

います。わたしはき

っと、多くのことを

手に入れることでし

ょう。ええ、それは

多すぎることはなく、

そばに置いておくべ

き分だけですよ。わたしの素敵な休暇での経験は

別にして。あら、おじさんはストレスが溜まって

います？疲れたりしていませんか？おじさん、あ

なたが考えていることは「抱えている問題につい

て」だってことはわかっていますよ。違いますか？

そうした問題がいつもおじさんを困らせているこ

とは知っています。でも、今この手紙を読むとき

は、休憩してすべての疑いや問題を忘れ、どっか

へやってください、今だけはね！いいですか？ 
 

どうやらよさ

そうですね。

それではあな

たの愛する娘

が、いくつか

のお話しをす

るので、耳を傾けてくださいね。座って、リラッ

クスしてのんびりと。 
わたしはここ数日の

ことを考えています。

まとまって課題が私

たちに与えられ、私

はおかしくなりそう

なくらい没頭してい

ます。 
 
『どれか、ちゃんとできたらいいのに！』 

 
元素周期表を覚える！ 私はギリシャ神話にすべ

きだと思っているのですけど、英語の題材で調べ

ものをする！ 科学ではいくつか物質の調査をす

る！ 私たち自身の共同パンフレットを作る！そ

れは社会や歴史の授業で学んだ、別の観光地に明

確に関連があるもの！そしてタイピングのレッス

ン・・・・おじさん、・・待って・・「息をして、

息をして ス

ーッ  ハー

ッ」 
ああ、何とか

収まりました。

ほとんど息も

できません。

これらを終え

るまでに、私はとても長い道のりを走らなくては

なりません。おじさん心配しないで。どんなこと

が起こっても、私は自分の本能にこだわり続けま

す。今は「努力」と「忍耐」がわたしの唯一の当

てにしている大きな武器なのです。そしてこれら

によっていい結果も生まれるということを証明し

ます。おじさんは、私がいつも前向きなのはご存

じですよね。でも、わたしがあんな素敵なクリス

マスプレゼントを贈ってくれたことに感謝する前

に、あなたの特別な贈り物は私の学校の授業の助

けに「再び」なったのです。私があなたのためだ

けに作ったクリスマスカードを気に入ってくれる

とうれしいです。 
あしながおじさん、ずっと最後まで助け、支援し

ていただき本当にありがとうございます。おじさ

んは私の暗闇の時を照らしてくれました、あなた

は私が飢えることを救っていただきました。お友

達として、第二の親としてお話ししています。私

の人生で日々のおこることでは、良かったり悪か

ったりする経験ですが、”救世主”といえるでしょ

う。ありがとうおじさん、私はずっと、いつまで

もあなたの熱心なファンであり続けます。お体に

お気をつけて。バレンタインおめでとう！ 

 
「毎日をかけがえのない日に！」 早くお会いで

きますように 愛をこめて  



グリセル・ジョイス・ワミルダ 

あしながおじさん 屋嘉比 良夫君 

こんにちはあしながおじさ

ん、お元気ですか？そうだ

と嬉しいです。私は元気で

す。この数か月、たくさん

のことが私に起こりました。 
最初に、クリスマスパーテ

ィーをしました。パーティ

ーの間、とても楽しかった

です。クラスメートや先生

と一緒に食事をして、たく

さんのゲームをしました。

いちばん良かったのは、プ

レゼント交換です。これま

でで一番素敵なパーティーでした。その後、私た

ちはクリスマス休暇をとりました。クリスマスが

近づいてきて、私たちは多くの準備をしました。

クリスマスには、一緒に食事をし、愛する人から

贈り物を受け取ります。2013 年が終える前、家族

とわたしは一緒にいました。美味しい食事を一緒

に食べ、映画を見ました。最高の日でした。私た

ちはまた、新年を祝いました。ようこそ 2014 年。

私はまだ友人と会っていないにも関わらず、連絡

を取り合って、クリスマスや新年を祝いました。 
クリスマス休暇は終わり、今授業は再開していま

す。それで、私は友達にクリスマス休暇の話をし

たり、先生から新しいことを学ぶことにワクワク

しています。わたしは、授業が始まってからたく

さんのことを先生から学んでいます。 
この 2 月には、たくさんとりくむ課題ありました。

最初の課題は団体を作ることです。この課題では、

5 人でチームを作り発案します。そして、私のチ

ームメイトと私は直ぐに課題に取り組みます。私

たちは課題の間、良いチームワークで取り組み、

私たちは本当に良い内容でした。次は、調査報告

です。先生が課題を出した後、すぐにそれに取組

みました。そして私は先生に一番最初に課題を提

出し、その課題が適切にできているとわかりまし

た。私たちはまた、たくさんレポートを出さなけ

ればなりません。私はチームメイトを、すべての

レポートで協力するようはっぱをかけ、みんなも

私が教えたことに良くついてきてくれました。そ

れで、全てのレポートで満点をとったのです。 
今、政府の優秀学生選考の準備をしている所です。

発表やスピーチの準備をしています。私たちは、

学生を楽しませる発表でどんなパフォーマンスを

するか決めました。そしてすぐに練習を始めまし

た。私たちは、立候補の証明書にサインしました。 
それとは別に、要素表を暗記することになります。

それは、化学の先生が要求するものの一つだから

です。私たちは化学の授業でも調査する課題があ

ります。わたしは時間内でそれに合格するために

直ぐに取り掛からなければなりません。 
ところであしながおじさん、わたしは１２月にお

金をいただきましたが、将来のために銀行に貯金

しました。本当にありがとうございました。 
これですべてです。お体にお気をつけて、お元気

で、神様のさらなるご加護がありますように。 
 

ジャリーン・ケイト  

      あしながおじさん 近藤 多門君 

私は、精力的な人間です。学校へいったら、他の

誰かがじろじろ見ても、やつれた顔だと思われた

くありません。私は、いつも微笑んでいます。そ

れがわたしのスタイルなのです。学校へはとても

早く登校し、決して遅刻したことはありません。

私にとって、遅れることというのは格好悪いこと

だからです。今の時代、不恰好ではなく、積極的

であることが好ましい姿なのです。教室の中にい

るときには、私は誰にも邪魔されたくありません。

なぜなら、何であれ夢見ることには集中しなけれ

ばならないと信じているからです。毎日、学校へ

通うことは、私にとって重要な仕事だと考えてい

ます。なぜかって？私と同じように、すべての学

生が学校へ行くことが好きではないからです。え

え、疲れ切っているかもしれませんが、いつも奨

学制度のことを考えています。素晴らしい機会に

感謝しています。開かれた扉、そこから走り出す

何かの理由になる希望の扉というのは人生に一度

だけ。学校は私にとって、第二の家です・・そこ

には家では見つけられないものが見つけられます。

学校へ行くということは、私にとって易しくあり

ません、道は岩が多く危険だからです。家はほと

んどなく、街灯も道にたった一つなのです。ええ、

絶対的に困難なのです！でも、わたしはそれをチ

ャレンジだと考えています。私が乗り越えられる

とわかっているチャレンジだと。わたしは、学校

で多くの問題と直面しています。私は誰かを、先

生をがっかりさせていますが、私は修正が沢山あ

っても、激励がそれ以上にあると信じています。

奨学金制度が、本当に私が始めたことを続けるこ

とを後押ししてくれています。毎日床に就くとき、

いつも忘れず神様への感謝をわすれません。私を

目覚めさせ、新しい、より良い人間になる機会を

あたえてくださることに。私の高校生活は、物語

の佳境だと考えています。なぜなら、この舞台で

は、新しいことを見つけることが出来るからです。

多くのことが私を幸せにし、一方で悲しくさせま

す。私に起こった一番嬉しかったことは、奨学生

の一人に選ばれたことです。この奨学金のおかげ

で、私はより勉強に集中することができます。私

は神にささげます。私は、私は最後の瞬間まで夢

を見ることを止めません。 


