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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・国 家      「君が代」 

・ROTARY SONG   「日も風も星も」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・ガールスカウト 

・卓 話 自己紹介下田 君育雄 岡本 博貴君 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君

今月の祝福 

会員誕生日 
4日 梅田 英夫君    16 日 日比 雄将君 
20日 貴田 永克君      21日 大橋 省吾君 

22日 藤川 誠二君   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 

19日  岡本 博貴君・佳奈枝さん 

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 

 

結婚記念日 
2日 梅田 英夫君    2日 藪下 尚武君 

3日 青山 博徳君    5日 太田 弘道君 

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 

２０１６年４月１（金）２２７３回（４月第１例会） 

 

26日 中島  泉君   29日 早川 八郎君 

29日 蓮野 美廣君 

 

アテンダンス表彰 

１３ヶ年   太田 弘道君 
７ヶ年   長谷川英輝君 

先週の記録 

 

会長挨拶    会長     志水ひろみ君 

ＲＩ ３８６０地区フィリピン国、セブロータリー

クラブと姉妹クラブの提携のための公式訪問をし

てきました。 

セブＲＣさんは今年で創立８３年目を迎えておら

れ世界で２番目に古いクラブさんだそうです。 

また、「あしながおじさんプログラム」のための生

徒の面接をし、対象の生徒の選考をしました。 

その工程はセントレア中部国際空港へ13：20集合、

軽く結団式を行いメンバー４名と長谷川幹事家族

２名の６名でフィリピン航空ＰＲ ０４７０便に

てフィリピン セブ島へ。（フライト時間約４時

間半）現地時間19：00すぎ入国、セブＲＣの御田

さんを始めメンバーさんと１日前に現地入りされ

た名畑会員のお迎えをいただきスーツケースはボ

テルに直行させ名畑会員さんにお世話になりその

お迎えいただいたセブＲＣ会員さんとともに現地

レストランヘ どの料理もとてもおいしくいただ 

きました。 

その後、セブ会員さんの車で宿泊滞在のプランテ

ーション・ベイ・リゾート＆スパへ送迎していた

だきました。 

ホテルは空港から３０分ぐらいのところに位置し

ており、ビーチはホテルの目の前にあり、レスト 
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ラン、スパ、スポーツ、レクレーション等さまざ

まな催しも、用意されており大変ゆったりと過ご

せる素晴らしいところでした。 

セブの道はほとんどが狭く 人、バイク、乗り合

い車、車等 混み合い いつも警笛を鳴らしなが

らの交通状況です。沿道にはさまざまな店が立ち

並び人が往来しています。その店で売られている

商品はとても購買意欲が湧かないものでそこかし

こに建てられている家はフィリピンの人たちの現

実がまざまざと伝わってきました。 

２日目、11：00 セブＲＣ会員さんによりホテル

をピックアップしていただき昼食、会員さんであ

るボボンさんのお宅に招待されビュッフェスタイ

ルの昼食を頂く。大きな鉄の門を入ると広大な敷

地があり目の前は海、敷地には愛犬が１７頭自由

に動き回っていました。 

どの子もひとなつこくてしっぽをふりふり寄って

きます。専用の飼育員さんがいて世話をしていま

した。 

お宅は高床式で２階が住居になっていました。

（そこには何頭かの猫もいました）豚の丸焼きを

メインにとてもおいしくいただくことが出来まし

た。 

その後、再び会員さんの車で、２年前に水洗トイ

レを寄贈した小学校に寄り使用状況を視察し、中

学校へ２０人の奨学生希望者との面接、どの学生

さんも必至で 緊張の中、泣き出してしまう子も 

いて私たちは彼女たちにいろいろ質問をしたりし

て責任の重さを痛感しながら 8名を選出しました。 

18：00 からセブＲＣとの姉妹ＲＣ締結式 

（セブ RC会員さんの車にて移動） 

会場はリッキーさんのご自宅で行う高級オフィス

が立ち並ぶ街に入り彼の住宅へ一段と大きな鉄の

門が開くとそこは昨日から見てきた町並みとは違

う別世界が広がっていました。地下１階、地上３

階だと思いますが、まるでどこかの大使館かホテ

ルのような趣の建物で、威厳さを感じました。あ

ちらこちらにはガードマンが配置され彼らの腰に

は本物のピストルが装着されておりました。    

玄関アプローチを上がると総大理石の吹き抜けエ

ントランスがありそこでお酒とかソフトドリンク

をいただきしばらく談笑していました。 
大理石の中、進んで行きますと大きなホールがあ

りました。 
そこはダンスパーティーなど様々なおもてなしが

できるスペースで晩餐会のテーブルとイスが長く

設置されておりコーナーではたくさんのお料理が

並べられてあり、やっぱりメインは豚の丸焼きが

ありました。料理人の人たちがバーベキュウを焼

いていました。いっぱいお食事をいただき満福に

なりひととおりたった頃、例会と姉妹締結式をす

ることになり、地下へ移動。 

点鐘、国家斉唱で始まり姉妹締結を和気あいあい

のもと終了いたしました。今回の最大の目的を果

たすことが出来まして安堵しております。 
セブＲＣの皆さんの暖かい歓迎とおもてなしをい

ただき、姉妹クラブの締結が出来ましたことは大

変意義のある訪問でした。 
 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

 地区行事 

：5 月 15 日（日） 第 2 回地区青少年奉仕委員長

会議  
キャッスルプラザホテル 13 時 30 分～ 
出席要請：16-17 年度 青少年奉仕委員長、地区

インターアクト委員 

 その他 

東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金 協力依頼 

ガバナー会議長→地区ガバナーへ 
国際基督教大学 3/31 期限  

次週予告    

4 月 1 日（金） 祝福、ガールスカウト、 
新入会員卓話 
 理事役員会 11：30～ 
 

◎例会変更のお知らせ 

岡 崎 南 
ＲＣ 

４月５日(火) ４月５日（火）１２：３０ 

会場都合の為 竜美丘会館 

名 古 屋 千 種 ４月１２日(火) ４月１２日（火） 

   ＲＣ 合同例会の為 国際ホテル 

名 古 屋 守 山 ４月１３日(水)  

   ＲＣ ホノルルマラソン参加の為  

西 尾 ４月５日(火) ４月７日（木）１８：３０ 

   ＲＣ 花見例会の為 文化会館 

一 宮 ４月１４日(木) ４月１４日（木） 

   ＲＣ 家族会の為 京都 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 62 名 欠席 25名 出席率 60.6%

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率 98.3%

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇伊藤会長エレクト、成瀬副幹事、先週の例会は 
ありがとうございました。    長谷川英輝君 
〇小柳出さん、藤川さん、入会おめでとうござい

ます。             梅村  守君 
〇オヤイデさん、フジカワさん、ご入会おめでと

うございます。         岡本 博貴君 
〇セブＲＣ訪問ご苦労様でした。 宅間 秀順君 
〇セブご苦労様でした。     古屋 義夫君 
〇入会おめでとうございます。  速水 敬志君 
〇欠席続きでごめんなさい。   大橋 完一君 



〇「花は咲く」歌えるようになりましたか？ 
                川瀬 治通君 
〇雨にも負けず、中川さんをお迎えして。 
                社本 太郎君 
〇セブ行ってきました。     芝田 貴之君 
〇新会員を迎える喜びで。    清水  勲君 
〇雨にも負けずプロジェクトの中川さん応援して

います！！           青山 博徳君 
〇初めての結婚祝いありがとうございます。セブ

に行かれた方ご苦労様でした。  和田 了司君 
〇新入会員を歓迎します。    山田  治君 
〇セブに行かれた皆さん、お疲れ様でした。 
                近藤 太門君 
〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君 
〇入会おめでとうございます。一緒にがんばりま

しょう！！           下田 育雄君 
〇入会させて頂きありがとうございます。 
                藤川 誠二君 
〇入会させていただきました。ありがとうござい

ます。             小柳出和文君 
〇入会おめでとうございます。 
足立 治夫君  伊藤 一裕君  太田 弘道君 
岡田 義邦君  小野寺 誠君  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  近藤 秀樹君  志水ひろみ君 
杉山 孝明君  成瀬 浩康君  早川 八郎君 
屋嘉比良夫君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 

 

雨にも負けずプロジェクト 中川国弘さん挨拶 

 

新会員挨拶 藤川 誠二君 

 

新会員挨拶 小柳出和文君 

 

セブＲＣ訪問風景 



 

 


