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春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・ROTARY SONG  「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌      「紅葉」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・ＷＦＦ 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

紅葉 

秋の夕日に  照る山紅葉 
濃いも薄いも 数ある中に 

松をいろどる 楓や蔦は 

山のふもとの 裾模様 

先週の記録 

 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

日本は四季がはっきりとした国でしたが最近の

季節は、夏と冬が長くて春と秋があっという間に

終ってしまいます。昨年はこの時期もっと暑かっ

た気が致します。今年の気候は、この地方では過

ごしやすい秋の気候になっていますが東北地方よ

り北の方では、秋を通り越し一気に冬に成った様

だとニュースでは言っています。先週は今年度、

第 1 回目の親睦ゴルフを山田治副会長の奥様、幸

子さんのホールインワンコンペを兼ねて、秋晴れ

のもと盛大に行う事が出来ました。この天気の事

では、私自身も自負していますが、間違いなく私

は、晴れ男です。特にゴルフに関しては…、晴れ 

２０１４年１１月 1．２．３日２２０６回（１０月第５例会） 

 
男の秘訣はゴルフに関しては、極力、雨の日のゴ

ルフはやらない事により晴れ男になったと思いま

すが、私が生まれた、昭和 31 年 6 月 13 日の天気

に関っている事にもあると思います。当時の日本

には、はっきり四季があり、6 月は梅雨に入る少

し前の過ごし易い気候だったそうですが、私の誕

生日は、夏を思わせるカンカン晴れの暑い日だっ

たと母に聞かされました。多分生まれた頃から晴

れ男だったのではないでしょうか。私には子供が

2 人いますが、彼らの生まれた日は 2 人とも、台

風の日でした。長男は 8 月 27 日生まれですので

台風が来る時期なので仕方ありませんが、長女の

生まれた日は 11 月 8 日でまったく台風が来る時

期とは離れていましたが、平成 4 年のこの日は季

節外れの台風がこの地方に上陸した日でした。そ

して 2 人とも日曜日に生まれましたので、休日料

金で支払いも高かく掛かりました。そのせいで 2
人とも雨男、雨女であり、同じ世代の子より、少

しお金が掛る子に育って仕舞いました。春日井ロ

ータリーには雨男と言われる人が数名見えますが、

多分その方は生まれた日が大雨か冬では雪だった

のでは無いでしょうか？心当たりのある方は、生

まれた日と、生まれた場所の天気を調べて下さい。 
 さて今月は、米山月間です。今年の 3 月まで中

国の米山奨学生を春日井ロータリーで受け入れて

いました事は、皆さん覚えている事だと思います。

第 2760 地区の奨学生は大半が中国の方です。数

年前から地区の会長幹事会で多くの会長が「何故

中国人ばかり奨学生にするのか？ロータリークラ

ブの無い国の人を多く受け入れるのは、疑問に思

う」との意見が出ています。その答えとして、米

山財団委員会は、「各大学に、奨学生の募集を掛け

ると、大学としては成績優秀な人を推薦してくる。 



それが日本語がある程度堪能な人になると、ほと

んど中国の人になってしまう。それ以外の国の人

は日本の大学に入学して、日本語を習得しながら

勉強をするので試験の成績が落ちてしまうので、

どうしても中国の人が多くなる。」との答えでした。

この問題は、今後、毎年続くと思いますが米山奨

学生(特に中国の人)が、母国に帰り日本の素晴ら

しい点を、PR してくれて、日本で学んだ知識を

生かして、母国と日本の懸け橋になり、世界の平

和と隣国同士のいがみ合いがなくなる国にして頂

く事を期待します。 
 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

今日は何の議案を持たない親睦の為の夜間例会で

す。ゆっくりご歓談いただければと、思っていま

す。 
それこそ幹事報告もないのですが、東尾張分区か

ら出席要請が来ています。分区 12ＲＣの会長、幹

事会が 11 月 6 日（木）ＰＭ17：30 分から、ガー

デンレストラン徳川園で開催されます。出席義務

者は、加藤会長と私幹事です。 
次週予告です。次週の 31 日は、1・2・3 日にセ

ントラルパークで行われるＷＦＦの為例会変更で

す。変更日は 11 月 1・2・3 日の一日です。次々

週は「福祉の集い」為に 7 日の例会を 8 日の福祉

の集いに変更します。それに伴い第 5 回の理事役

員会と第 3 回クラブ協議会を、14 日に開催させて

いただきます。よろしくお願いします。 
 

◎例会変更の案内 
名古屋守山 １１月 12 日(水) １１月１２日(水)  

   ＲＣ 果樹園訪問の為 阿久比町果樹

園 

愛知長久手 １１月 11 日(火) １１月９日(日)１０：００ 

   ＲＣ 市民祭の為 長久手市役所 

名 古 屋 北 １１月１４日(金) １１月１３日(木) 17：30

   ＲＣ ＩＤＭの為 か茂免 

 

 
出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58 名 欠席 30 名 出席率 48% 

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   古屋 義夫君 

○夜間例会に参加する喜びで   加藤久仁明君 
○夜間例会           近藤 太門君 
○ホールインワンコンペで優勝の栄誉を得ました

という事で           宅間 秀順君 
○18 日のゴルフはお世話になりました！ 
                山田  治君 
○いつもニコボックスにご協力有難うございます 

○今後とも宜しく。       古屋 義夫君 
○やっと走れるようになりました 青山 博徳君 
○今日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 正之君    

太田 弘道君  岡嶋 良樹君  河村 哲也君  

加藤 宗生君  北  健司君  芝田 貴之君  

社本 太郎君  蓮野 美廣君  杤本 正樹君   

成瀬 浩康君  野浪 正毅君  林  憲正君    

屋嘉比良夫君   
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 

 

 



 

 

 

 



201401104（翻訳日）＃9 Arias Michelle Rose 

あしながおじさん 太田 弘道 

 

 
 
精いっぱい人生を楽しむ、まさに今の私の生き方

です。それは、私はすでに全ての瞬間が貴重なも

のだと気づいているからです。苦痛に満ちた人生

を悔やみ留まるのをやめて、私は幸せをもらえる

ことに目を向けるようにします。私は変わりまし

た。そう、私は本当に変わったのです。私は再び

スタート地点に戻って始めます。今、正しいこと

をすることを始めようとする私を、止めることは

できません。全ての人にとって良いことのために

行動します。私をただこき使い、バカにし、いた

ずらした人のことは忘れます。なぜなら今や私は

強くなったからです。あなたが知っていたような、

ずっと昔のおバカな少女ではないのです。 
私は、私の人生をダメにするひとは誰も許さない

し、これ以上だめにすることも許しません。どう

やって忘れるかという方法は知っていますが、ど

うやって許すかという方法は決して学びたくあり

ません。私を傷つけたあのひと達を許せるかっ

て？絶対無理！私は良い子じゃないって言いたい

なら、言って下さい。でも決して私はバカなこと

を言っているつもりはないです。いまは真実なの

です。 
心にある恨みは日々の生活を不快なものにすると

いう人もいるでしょう。でも違う、それは間違っ

ています。それは恨みをどう扱うかによります。

なぜなら人々は私たちが受けている第二の機会を

過大評価しているから、私は今、第二の機会が限

られてしまっています。私はただ価値があるもの

にしか使いません。既に自分達の誤りに気付いて

いる人にだけ。私の人生はこの数年退屈なもので

したが、突然素晴らしいものになりました。私の

人生全体を最終的に変えたのです。このことは私

自身だけでなくみんなにもよい衝撃を与えたこと

を知っています。 
 

私自身が変わる背後には理由があり、他の誰かと

バカをするのも。それで、私は自分の特別な方法

で行動します。なぜなら、今や私は自分自身で挑

戦することが怖くないから。私は、私の生き方が

正しかろうが、間違っていようが気にしない、と

までは考えていません。 
恨みを感じながら人生を生きるということは、私

にとって挑戦しがいがあると感じます。私たちの

生活態度には沢山の違いがある、違います？私は

どんな人間関係においても、敏感で、覚悟がなく、

包容力もない、そう、それが真実です。考えてみ

てください、どうやって信じることが怖いことに

演じることを習うことに、私が真面目に取り組ん

でいるかって。 
 
さあ、中学生というもののリアルな要素をお教え

しましょう。お分かりになると思いますよ、どう

やってややこしい事を楽しみ、やりくりし、コン

トロールし調整するか、そしてどうやって恋に落

ちるか。それではこの話題が続くまで、恋愛につ

いて語りませんか。恋とは、私にとって罪ではな

く、そして悪いことでも、間違ったことでもあり

ません、あなたがそうだと定義しない以上は。そ

れは、私たちにとって、近い将来わたしたちに起

こりうることを十分に学ぶことのできる経験なの

です。でも、「決定的な」レベルや状態になる前に、

私たちそして私は先に学問を修めないといけませ

ん。最初に言ったように、最近はロマンチックな

関係になる余裕がないからです。そして、夢や目

的を最初に成し遂げることが先決です。わたしは

教養のある人間にならなければなりません。義務

であり意思なのです。まず、立場に関係なく勉強

に集中することをお約束します。私はあなたから

いただいたこのチャンスを無駄にしません。良い

成績を維持することでお返しします。そして、今

あなたにとても幸せで、本当に感謝していますと

心より申し上げます。 
 ミッシェル・ローズ・エリアス 

 

                        


