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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 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌    「おお牧場はみどり」 

・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           屋嘉比良夫君 
・家族会 
・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

 

今月の歌 

おお牧場はみどり 

おお牧場はみどり 

草の海 風が吹く 

おお牧場はみどり 

 よく茂ったものだ ホイ 

雪がとけて川となって 

山を下り 谷を走る 

 野を横ぎり 畑うるおし 

呼びかけるよ わたしに 

 

先週の記録 

会長挨拶       会長  屋嘉比良夫君 

皆さんこんばんは。２週間のご無沙汰でしたがお

変わりございませんでしたか？本日は、やっと今

年度始めての夜間例会であります。４５周年記念

事業もおかげ様で、皆さま方のご協力を持ちまし

て大方の事業を済ます事が出来ました。ありがと

うございました。 
過ぎて行く月日は早いもので、本年度も余すとこ 

２０１４年５月１６日（金）第２１８４回（５月第２例会） 
 
ろ５０日程になりまして、今日は５月９日です。

ゴールデンウィークも終りましたが、皆さんそれ

ぞれが楽しく過ごされた事と思いますが、いかが

だったでしょうか？ 
ロータリーの例会も一週休会でしたが、世界中は

色々な事故や事件それに災害が起っています。な

かでも少し前の事故になりますが、韓国の珍島沖

での大型客船の沈没事故が起りました。そして３

００余名の犠牲者が出ていますが、乗客救助に大

きなミスが有り、最たるものは、船長以下乗務員

の行動に大きな問題が出ています。韓国の首相が

責任を感じ辞任までしても、まだまだ収まらない

程の悲惨で、ずさんで、そして痛ましい事故で有

り犠牲者のご家族の気持ちを思うと忍びなく、本

当にひどい事故だと思います。犠牲者の皆様には

心よりご冥福をお祈り致します。 
私共とてひとつ間違えば事故や事件、そして災害

に会う環境下で生活している訳ですが、何か起っ

た時には冷静に現境を判断して自分の身は自分で

守りたいものです。ロータリアンは皆、大人です。

自己責任の下、自分を律して今後も元気に楽しく

暮したいものです。 
本日の例会はお酒も用意されています。飲める人

はおおいに飲んで頂き楽しい一時を過ごし、親交

を深めて頂きたく思います。 
 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

第 11 回理事役員会報告  
日時：2014 年 5 月 9 日（金）審議内容 
第 1 号議案：4 月一般会計報告承認の件 
第 2 号議案：大畑一久君休会届承認の件 
第 3 号議案：第 38 回春日井市納涼まつり協賛承

認の件¥30,000 円 



第 4 号議案：6 月 IDM 承認の件  
6 月 20 日 17：00~ ¥5,000 円 
ホテルプラザ勝川 
第 5 号議案：親睦ゴルフ大会承認の件  
6 月 14 日 9：00 
オールドレイクゴルフクラブ 
第 6 号議案：7 月 25 日野球観戦例会承認の件 

¥4,000 円  ナゴヤドーム 
第 7 号議案：次年度組織表一部変更承認の件 
上記審議事項すべて承認可決 

3RC 新旧役員顔合わせ会  
5 月 22 日 18：00~ 東急インホテル 
出席義務者：本年度理事役員及び次年度理事役員

予定者 
 
◎例会変更の案内 

名古屋アイリス ５月２８日(水) 5 月 2８日(水) １８：００ 

   ＲＣ 親睦例会の為 茗圃 

豊 田 東 ５月２８月(水) 5 月 2８日(水) 

   ＲＣ 親睦例会の為トヨタキャッスル

犬 山 ５月２７日(火) ５月２７日（火) 

   ＲＣ ゴミ 0運動の為 木曽川河畔 

岡 崎 南 ５月２７日（火） ５月２７日（火） 

   ＲＣ 三研交流例会の為コンファレスセンター

名古屋清須 ５月２７日（火）５月１７日（土） 

   ＲＣ 清掃例会の為 

 
出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 58 名 欠席 27 名 出席率 67％ 

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 

○久々に卓話でお世話になります。頑張ります。 
                中島 宗幸君 
○今期初の夜間例会、よろしくお願いします。 
中島宗幸君の卓話楽しみにしています。 
                屋嘉比良夫君 
○中島君の卓話に。       近藤 太門君 
○今夜に乾杯。         青山 博徳君 
○卓話聞ける喜びで。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  大橋 完一君 
太田 弘道君  岡嶋 良樹君  加藤久仁明君 
風岡 保広君  加藤 宗生君  小島 啓冶君 
志水ひろみ君  芝田 貴之君  杉山 孝明君  

杤本 正樹君  宅間 秀順君  名畑  豊君  

中川  健君  速水 敬志君  蓮野 美廣君  

古屋 義夫君  日比 雄将君  森田  誠君  

山田  治君  和田 了司君 
 

 

卓話             中島 宗幸君 

今日は久しぶりに皆様の前に出て、卓話をさせて

頂く事になりました。少々緊張気味です！内容は、

峠さんからの要望もあり、自動車レースについて

お話させてもらいます。私自信が若い頃、二輪、

四輪と多少でも活動をしていた事をご存じでない

方もこのクラブの中にはおられると思います。私

自身の競技生活は１６歳の高校２年から２３歳ま

でのだいたい８年間に渡り続けてまいりましたが、

残念な事に排ガス規制やオイルショックが重なり

資金不足となり、レース活動を続ける事が困難と

なりました。レース人生を断念せざるを得なくな

り、その後は極々平凡なサラリーマン人生を送っ

てまいりましたが、４６歳の時に知人の紹介にて、

現在の品質管理の仕事をする事に成りました。途

中たくさん有りましたが、社員の方、又、取引先

のお客様にも助けられ、何とか現在まで立ち至っ

ております。常に感謝！ですね。では、そろそろ

本題に入りたいと思います。 
現在、私は会社の行事の一環としてレース活動を

行っております。 
名称はスーパーGT 日本選手権です。その内容は

５００クラス、３００クラスの二つのカテゴリー

に分かれておりますが、レース自体は、だいたい

５００クラスが１５台と３００クラスが２５台で

の混走で走る為、４０台近い車でのレースですか

ら迫力満点です。 
５００クラスとは日本の三大自動車メーカーのト

ヨタ、ニッサン、ホンダの各メーカーが製作した

車両を使用して、メーカーが指定したレーシング

チームがその運営を行ってまいります。 
５００クラスとはエンジンパワーが５００馬力、

３００クラスは３００馬力とうたっておりますが、

実際は５００クラスが６５０馬力前後、３００ク

ラスが４５０馬力前後は出ているのが実情です 
スーパーGT は年間８戦プラス特別戦を入れて合

計９戦で戦います。 
今年の予定 
第一戦 岡山国際サーキット ４月５,６日 
第二戦 富士スピードウェイ ５月３,４日 
第三戦 オートポリス（大分）５月３１日,６月１

日 
第四戦 韓国（中止） 
第五戦 スポーツランド SUGO ７月１９,２０日 
第六戦 富士スピードウェイ ８月２,３日 
第七戦 鈴鹿サーキット ８月３０,３１日 
第八戦 タイのプリラムユナイテッドインターナ

ショナルサーキット １０月４,５日 
第九戦 ツインリンクもてぎ １１月１５,１６日 
各レース場でそれぞれレース距離の違いがありま

す。 
短いレースでは３００キロまたは５００キロ 



一番長いのが鈴鹿の１０００キロがあり、長い距

離を走る事、また灼熱の炎天下の中でのレースは

過酷そのものです。 
数年前まではドライバー交代の時には脱水症状を

起こし、車から降りた時などはフラフラになって

引きずり出されるドライバーも少なくありません

でした。特に夏場のレースでは１レースで３キロ

から５キロも体重が落ちてしまう程の厳しさです。 
春日井ロータリークラブの皆様もチャンスが有れ

ば是非ともサーキットに一度足を運んで頂ければ

大変に面白い経験をして頂けるのではないかな、

と思います。 
私のつたないご説明では、楽しさ、ワクワク感な

どが伝え切れない事が沢山あったかと思いますが、

皆様のお持ちの感性を最大限使って、私の不足の

部分を埋めて下されば幸いです。 
本日はご静聴下さいまして誠にありがとうござい

ました。 
 
 

 

 

卓話 中島 宗幸君 

 

 

 

 

グリーンテック メルセデスベンツ SLSAMG GT3 

 

 

夜間例会風景 

 

 

ニュートンのリンゴの木 （2014/05/06 撮影） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の 11 月に植樹した「ニュートンのリンゴの

木」ですが、冬を越し、新しい葉が出てきていま

した。また、木の周りには花壇が作られていまし

た。 

 

 

 

【ニュートンのリンゴの木】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
アラセル・ガランザ 2014 年 2 月 10 日 
 
親愛なるあしながおじさんへ 
おじさんへの 2 通目の手紙なので、わたしが普段

していることを知っていただきたいな。私はあな

たの「人となり」をよく分かっていないのですが、

わたしの人生にかかわっていただき、人生をより

意味のあるものにしていただき、そして親切なお

じさまでいらっしゃることに、とても神様に感謝

しています。同じようにおじさまも私のことをよ

く分かっていらっしゃらないと思いますが、あな

たが私を誇りに感じて頂けるように、神様のより

よい栄光のために、ベストを尽くすつもりです。 
私が普段毎日していることですが、早朝 5 時に起

床しています。私は家族の朝食を準備します。そ

れから、料理をした後は、入浴して学校へ行く準

備をします。学校の授業は朝 8 時に、旗を使った

セレモニーで始まり、午後 4 時が帰宅する時間で

す。家に到着すると、家族の夕食の料理の準備を

します。それは他の姉妹がそれぞれ家事を手伝う

分担があるように、料理が私の日々の手伝いの分

担だからです。料理ができるのを待っている間、

私は学校の宿題をします。食事の準備ができれば、

家族みんながそろって一緒に夕食を食べます。食

事が終わったら、寝る前に宿題を終えねばなりま

せん。 
時間が許せば、私たちはポータブル DVD プレー

ヤーで映画をみます。ドーモとナルトのような日

本のアニメ映画も見ます。世界史のような歴史本

を読み、インターネットで私たちの国やその他世

界各国の記事をヤフーや BBC の見ることが大好

きです。そして学校から借りた英語の文庫本や単

行本を読むのも大好きです。 
私たち家族は 10 人です。5 人の兄弟と 5 人の姉妹

がいますが、教師の兄が一人いて、お母さんを日々

の出費の面で支えています。人はセブ島にある大

学で学んでいます。3 人は既に結婚していてそれ

ぞれの家族がいます。1 人の姉妹は私と同じ学校

に通っていて、もう一人は小学校へ通っています。 
わたしは、タタイ（お父さん）が亡くなってしま

った今、どうやって家族を養っていのかという、

お母さんの勇気と強さに感動しています。お母さ

んはまた、日々の出費の少しでも足しになるよう

に近所で内職をしています。 
わたしの人生の目標は、将来は先生になりたいと

いうものです。わたしは生徒に私が学んだことを

伝え、まわりの人々の価値を教え、生徒のりっぱ

な人格形成を促したいと思います。 
私は教員資格試験に合格したら、仕事に就きたい

です。そうすれば未亡人のお母さんを助けること

が出来ますから。わたしはお母さんが、私たちに

してくれたすべてのことから解放させてゆっくり

してほしいのです。 
私は、「希望があれば、道は開ける」と信じていま

す。これが、生の夢を達成するために私が貫き通

したい理由です。 
学校では、クラスメートの友達をつくることで社

交性も養っています。ほとんどは女の子ですけれ

ど。わたしは、わたしの経験をみんなと分かち合

うことがすきです、そしてお返しにみんなの経験

を分けてくれるのです。わたしはたくさんのこと

を彼らから学び、同じようにして彼らもわたしか

ら学びます。私たちはまた、国で最近起こってい

る出来事について議論します。また、自由な時間

があれば、裏庭の菜園で植物を育てます。 
私はいつでも、授業について勉強し、調べものを

し、より議論されている話題を理解することの助

けになることを、教科書や先生から情報を集める

よう、努めています。この方法で、わたしは私自

身をよりよいフィリピン人として捧げることがで

きます。全ての学生が自身を教育でき、教育を各

自の最優先事項とするのであれば、積極的に教育

から得ることができ、来るべき日によりよいフィ

リピン人を得ることができるでしょう。 
わたしは、学業でよい結果をだし、高い成績を維

持しています。わたしは全ての活動、先生が口頭

弁論を教えてくれたりする、学校の行事や、仲間

づくりなどすべての活動に参加しています。もち

らん、すべての定期テストの前にすべてのノート

を復習しておくこともしっかりやっています。 
私が日本について読み、そして見た写真に基づき、

わたしは日本はフィリピンにとってよい見本であ

ると考えます。しっかりした経済、政府の透明性、

平和、秩序、労働対価の持続性など。そして、世

界でも近代化をすすめたにも関わらず、自然の美

しさをいかに保持しているかという点で。 
私の夢を実現する強さと勇気を与えてくれていつ

も神様に感謝しています。おじさま、いつも健康

で長生きしてください。神様のご加護があります

ように。   

【 リンゴの木の周りの花壇 】 


