
 

  雑誌月間 
５月３日（金） ５月１０日（金）  ５月１７日（金） ５月２４日（金） 

休会 家族会１０日１１日 理事役員会 11：30～ 卓話 
 立山方面 卓話 次年度委員長挨拶 

例
会
予
定   伊藤 正之君  
  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

会   長：名畑  豊 
副 会 長：社本 太郎 
幹   事：志水ひろみ 
会報委員長：加藤久仁明 
Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498 
Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265 

例 会 日：金曜日 12:30～13:30 
例 会 場：ホテルプラザ勝川 
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45 
 
E－ Mail  ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp 

本日のプログラム 
           司会   蓮野 美廣君 
・点 鐘            名畑  豊君 
・ROTARY SONG  「我等の生業」  
・今月の歌      「花」 
・ビジター紹介         名畑  豊君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・夜間例会 
・祝 福 
・幹事報告           志水ひろみ君 
・点 鐘            名畑  豊君 
 
今月の歌 

花 
    春のうららの   隅田川 
    のぼりくだりの  船人が 
    櫂のしずくも   花と散る 
    ながめを何に   たとうべき 

今月の祝福 

会員誕生日 
 4日 梅田 英夫君    13日 森田  誠君 
14日 菅原 幹夫君    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 
 
結婚記念日 
 2日 梅田 英夫君    5日 太田 弘道君 

２０１３年４月２６日（金）第２１３６回（４月第４例会） 

 
 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 林   徹君    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 
10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 

会長挨拶      会長  名畑  豊君 
フィリピン奨学金、中国の経済 
 皆さん、こんにちは。今日は初めに、フィリピ
ンの奨学生に２回目の奨学金授与と小学校の水洗
トイレの進捗状況を見て来ました。フィリピンは
３月２０日から約２ヶ月間夏休みになります。私
はそのことを知らなくて、奨学生のいる学校の校
長先生に、人を通じてアポイントを取りました。
校長先生は、夏休みにもかかわらず、奨学生８名
を全部集めてくれて、そのうえに私たちのために
昼食会を開いていただきました。接待役は校長先
生と二人の学校の先生と奨学生でした。料理を作 
っていただいたのもやはり学校の先生です。 
食事の前、８名の奨学生に２回目の奨学金を渡し
ました。奨学生全員が春日井ロータリーのあしな
がおじさんへの感謝を伝えてほしいと言われまし
た。そして、将来、あしながおじさんに会えるこ
とを望んでいました。奨学生との歓談は実に愉快
なひとときでした。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学生とセブロータリーの御田さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学生と記念写真 
 

奨学生皆さんとの昼食会後、小学校の水洗トイレ
を見学しました。建屋、および、浄化槽はほぼ完 

成していました。トイレ建屋の内部は明るい色の
タイルが前面に貼られていました。便器もすべて
取り付けられ、水も機能していました。夏休みの
ために、先生、児童たちには会えることができま
せんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男子トイレ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
女子トイレ 

さて本来予定をしていた会長挨拶を致します。私
の大学の同級生で、経済学部の教授になった友人
がいます。１５年ほど前に、彼が作った経済学部
の教科書を送ってくれました。教科書のタイトル
は忘れましたが、内容は、中国と日本での製造業
の棲み分けはできるという内容でした。私は、生
まれて初めて教科書を、初めから最後まで読みま
した。そして、Ａ４－５枚で、彼の主張と反対の
意見を述べました。棲み分けはできないというの
が私の主張です。 
日本は技術的には、当然中国より優位の状態に
あります。製品にはハイテクな部分があり、ロー
テクな部分もあります。ローテクな部分を中国が
担当して、ハイテクの部分を日本が担当すれば棲
み分けができるというのが彼の理論です。神奈川
県川崎市の中小企業も製造の減少に心配する必要
はないというものです。しかし、現在、川崎市の
中小企業のほとんどは疲弊しています。工場の多
くは、廃業を余儀なくされて、マンションが建っ
ています。 
５年ほど前に、彼から年賀状の中に、新しい本
を書いたから読んでほしいと書いてありました。
東アジアにおける自転車産業の推移がテーマでし
た。私は購入して、（５８００円でした。）読みま
した。 
２０年ほど前は、日本は自転車の生産量は世界
１でした。円高などの理由により、日本の自転車
メーカーは台湾に製造拠点を移しました。１５年
前には、世界１の自転車生産国は台湾になりまし
た。そして技術と生産方式を習得した台湾企業は、
より人件費が安い中国に製造拠点を移しました。
そして現在の世界１の生産国は中国になりました。
台湾でも、中国との棲み分けはできませんでした。
彼の１５年前の理論はどこにいったのでしょうか。 
しかし、現在は少しの転機がきています。円安
の効果です。中国はこの１０年で給料は４から５
倍になりました。そして、円安が来ました。私の
会社は中国での工場があります。この円安は急激
であり、対処を簡単にできるものではありません。
弊社は、輸入業者の立場ですから、円安は相当厳
しい状況になっています。しかし、この円安は、
国内の中小、零細企業にとってはフォローになり
ます。ご存知のとおり、チャイナプラスワンで、
日系企業が中国から、もっと賃金の安い東南アジ
アに製造地をシフトしています。それ以外に、日
本国内に帰ってくる製造業もあると思います。 

 
 
 
 



幹事報告      幹事   志水ひろみ君 
報告事項 
1：地区役員・会長幹事会 
出席者 名畑豊会長、志水ひろみ幹事 
日時 平成２５年６月８日（土）１８:００から 
場所 名鉄グランドホテル  
2：東尾張分区 現・次期会長幹事会 
出席者 名畑豊会長、屋嘉比良夫次期会長、加藤
久仁明次期幹事、志水ひろみ幹事、事務局 
日時 平成２５年６月１０日（月）１７:３０から 
次期会長幹事会   １７：３０から 
現・次期会長幹事会 １８：３０から 
場所 名古屋栄東急イン  
3：ゴールデンウイークの事務局の休みは 
４月２７日～５月６日です 
◎例会変更のお知らせ 
瀬 戸 北 ５月１４日(火)５月１２日(日)  

   ＲＣ 家族会の為 福岡 

名古屋清須 ５月１４日(火)５月１１日(土)  

   ＲＣ 外部例会の為  

豊 田 東 ５月１５日(水)５月１５日(水)  

   ＲＣ 出張例会の為 

名古屋みなと ５月１０日(火)５月１１日(土)  

   ＲＣ 家族会の為 東京方面 

一 宮 中 央 ５月１５日(水)５月１９日(日)  

   ＲＣ 家族会の為 未定 

岡 崎 南 ５月７日(火)５月７日(火)  

   ＲＣ 創立記念例会の為岡崎ニューグランドホテル 

名古屋丸の内 ５月１６日(木)５月１６日(木)  

   ＲＣ グルメ家族会の為 未定 

一 宮 ５月１６日(木)５月１６日(木)  

   ＲＣ 職場例会の為 KONAMI 

津 島 ５月１７日(金)５月１９日(日)  

   ＲＣ 家族会の為 未定 

名古屋守山 ５月１５日(水)５月１５日(水)  

   ＲＣ 職場例会の為 守山自衛隊 

江 南 ５月１６日(木)５月１８日(土)１９：００～ 

   ＲＣ 夜間例会の為 商工会館 

◎例会休会のお知らせ 
○江南ＲＣ     ５月２日（木）は休会 
○名古屋守山ＲＣ  ５月１日（水）は休会 
○瀬戸ＲＣ     ５月１日（水）は休会 
○名古屋名北ＲＣ  ５月１日（水）は休会 
○名古屋名駅ＲＣ  ５月１日（水）は休会 
○一宮中央ＲＣ   ５月１日（水）は休会 
○瀬戸ＲＣ     ５月１日（水）は休会 
○岩倉ＲＣ     ５月７日（火）は休会 

出席報告        委員長  和田 了司君 
会員 ５３名 欠席 18名 出席率 85. 3% 
先々週の修正出席 欠席 0名 出席率 100% 
 
ニコボックス報告    委員長   大畑 一久君 
○卓話をさせていただきます。  名畑  豊君 
○ロータリーの森を見学頂いてありがとう。   
                早川 八郎君 
○素晴らしい卓話 勉強させて頂きます。    
                峠 テルコ君 
○会長の卓話を楽しみにしています。 
                近藤 太門君 
○名畑会長の卓話を楽しみにしています。    
足立 治夫君  浅井 瀧治君  磯野 俊雄君 
伊藤 一裕君  大橋 完一君  太田 弘道君 
岡田 義邦君  加藤  茂君  風岡 保広君 
河村 哲也君  加藤 宗生君  貴田 永克君 
小島 啓冶君  社本 太郎君  杉山 孝明君 
高橋 理江君  宅間 秀順君  成瀬 浩康君 
林  鑛三君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君 
古屋 義夫君  森田  誠君  松尾 隆徳君 
屋嘉比良夫君  和田 了司君  大畑 一久君 
 
卓話             名畑  豊君 
プログラム委員会の委員長は人を使うことが上手
です。卓話をせよとの命令に従うことにしました。
テーマは、南釜山ロータリーとの姉妹ロータリー
に関してでした。少しクレームをつけて、今年１
年の海外ロータリーについてと変更させていただ
きました。 
 ロータリー年度の今年は、海外ロータリーと多
く会合を持つことができました。台湾の東港ロー
タリーの姉妹ロータリー継続、韓国、南釜山ロー
タリーの姉妹ロータリー継続、カナダケローナロ
ータリーからの春日井まつりの時のプレゼント、
フィリピン、セブロータリーとのコンタクトなど
多くの交流がありました。 
姉妹締結延長は春日井ロータリーから訪問しな
ければならないことを初めて会長になって知りま
した。その理由は、春日井ロータリーから姉妹ロ
ータリーの締結を呼びかけたからとのことです。
呼びかけたロータリーが締結のために訪問するこ
とがルールとのことです。私は昨年度の会長の継
続の意思を確認して、東港ロータリーと南釜山ロ
ータリーを締結期限の１年前に訪問して姉妹提携
継続の意思を確認しました。ふたつのロータリー
は継続の意思を表明しました。 
 まず、台湾、東港ロータリーから始めます。東
港ロータリーへは、締結延長のために、昨年１０
月に訪問をしました。春日井ロータリーからの訪
問団は１０名でした。従来は、台湾島の西海岸か
ら、高雄経由で東港ロータリーの訪問をしていま



した。今回、初めて東海岸から東港に行きました。
桃園空港から、台北市内の松山空港に行き、国内
線に乗り換え、東海岸にある花蓮に行きました。
花蓮は東海岸にある一番大きな都市です。台湾の
人たちは、リゾート地域と考えています。台湾で
の有名な観光地であるタロコ渓谷を見学しました。
花蓮から東海岸を走っている鉄道に乗り、東港に
入りました。 
東港ロータリーと姉妹締結が成立したのは、１
９９４年１１月５日です。今から、１９年前にな
ります。５年毎の姉妹ロータリーの締結延長が通
常ですが、なぜ、１９年なのか今となってはわか
りません。普通は５年契約が通常なのですが、姉
妹締結期間を１０年としたこともありました。ま
た、どうして東港ロータリーを姉妹ロータリーと
選んだか今でも私は理解していません。 
 東港は台湾島の最南端の近くにあります。漁業
が街の大きな産業です。マグロの基地になってい
ます。また、桜海老が有名なところです。戦前は、
日本帝国海軍の一番南の軍港になっていました。
東港ロータリーの会員数は４３名です。最近は若
返り化が進んでいるとのことです。２年前の東日
本地震の時は、東港ロータリーから支援金を１０
０万円近くいただきました。私は当時、その金額
の大きさにびっくりしました。親日的な台湾です
が、それでもとても大きな金額です。 
小さな街ですから、ロータリー会員相互の交流
は活発なように見えます。また、ロータリーの会
員はとても親切です。私が一人で、締結更新のた
めに訪問しても、大歓迎をしていただけました。
春日井ロータリーとの交流は、相互の・・周年記
念事業の相互訪問、姉妹締結の延長のための交流
しか、残念ながらありません。東港の周辺の海岸
は、最近国立公園に指定され、観光開発が進んで
来ています。東港の近くに海洋公園の建設が進ん
でいます。そこはリゾート地とする計画とのこと
です。リゾートホテルの建設、マリーンスポーツ
の施設が中心になっています。東港ロータリーの
メンバーは、今度はゆっくり東港を訪問してくだ
さいと言われました。反対に、春日井市は日本の
中心に位置し、新幹線、空港を利用すればどこで
もいけます。春日井市を観光の基地として利用し
てくださいと答えました。 
昨年１０月下旬、春日井祭りにミスケローナが
訪問され、友好ロータリーとしてケローナにある
二つのロータリーからメッセージとお土産をいた
だきました。また、二つのロータリーとどういう
関係か、私にはわかりません。７，８年前に、春
日井ロータリーの有志がケローナ市の１００周年
記念事業の一環として訪問をしました。それ以来、
ケローナロータリーとの直接なコンタクトはあり
ません。今年は春日井市の７０周年になります。

７０周年のための事業に関しては、ケローナの二
つのロータリーからのコンタクトはまだありませ
ん。 
次に、フィリピン、セブロータリーです。セブ
ロータリーの会員数は４０名です。春日井ロータ
リーの４５周年事業としてフィリピンのセブ島の
小学校に水洗トイレ寄贈を計画しています。工事
は、８０％近く現在では完了しました。総工費は
３５０万円です。春日井ロータリーはＲＩのグロ
ーバル補助金を申請して、総工費の半分くらいの
補助金を期待しています。グローバル補助金をも
らうためには、現地のロータリーとの協力が必要
になります。そのために、昨年９月にセブ島を訪
問して、セブロータリーとの下打ち合わせをしま
した。セブロータリーの協力を得ることができる
かどうかの打診です。協力の返事をいただきまし
たので、昨年、１１月にセブロータリーの例会に
参加して、水洗トイレのプロジェクトの概要を説
明いたしました。セブロータリーの会長は、フィ
リピンへの奉仕活動に感謝をし、協力の約束をい
ただきました。 
最後に南釜山ロータリーとの姉妹ロータリーの
継続調印です。南釜山ロータリーの会員数は４２
名です。南釜山ロータリーとの姉妹ロータリーの
締結は１９７４年３月です。姉妹締結４０年目に
入りました。締結のために春日井ロータリーから
は１０名が訪問しました。少し今まで異なった方
法で訪問をしました。対馬海峡（韓国では朝鮮海
峡）を渡って、福岡から釜山まで、所要時間、３
時間の高速船で釜山に行きました。釜山港到着後、
チャガルチ市場で、釜山港で揚げられた新鮮な魚
を賞味することができました。 
締結式は釜山観光ホテルが会場です。会員のご
夫人の皆さんも参加され、友好的な雰囲気でした。
各テーブルには、日本語ができるメンバーが一人
はいました。東港はローカルですから、日本語を
話す人は数名しかいません。会話をすることは難
しい状態でした。釜山は国際都市であり、日本と
の関係も深い歴史があります。メンバーも貿易、
海運関係の職業のかたが多くおられます。日本語
を話すことができるわけです。南釜山ロータリー
の会員の半分は英語を話すことができます。無事、
調印をすることができました。 
今までは、海外のロータリーの交流ですが、日
本国内のロータリーとの交流は春日井ロータリー
にはありません。名古屋空港ロータリーは、空港
があるロータリーと空港ロータリーサミットを毎
年、行事活動として行なっています。６つか７つ
のロータリーとの交流とのことです。今年、名古
屋空港ロータリーはハワイにあるロータリーと姉
妹ロータリーとなったとのことです。ハワイなら
ば私も２、３年に１回は行ってもいいのではない



かと思います。名古屋城北ロータリーは飯田東ロ
ータリーと交流を毎年行なっています。二つのロ
ータリーは、飯田市南部のどこの街道か忘れまし
たが、街路樹の植樹を継続していると聞きました。
また、合同例会を毎年行なっているとのことです。 
春日井ロータリーも海外ロータリーとの交流のあ
り方を考える必要があると私は思います。また、
国内ロータリーとの交流も考えてはどうかと思い
ます。 
 

 
     卓話 会長 名畑 豊君 
 
あしながおじさんへ     社本 太郎君 
まず最初に、こんにちは！ 
この手紙を読んでいるあなたがお元気であると願
っています。 
私は Lyra Jane Yabana, 1999年 1月 13日生ま
れの 13歳です。 
本当に心から、私の人生においてのゴールや目標
に手が届くようなこんな機会を与えてくださった
ことに感謝しています 
私はこの援助プログラムが受けられるように本当
に願っていました。 
なぜなら私の家では母が仕事を持っておらず、そ
の給料は毎月の支払いや食費の分しかないので、
私はお金のことを父にお願いすることが出来ませ
んでした。なぜなら私のことよりももっと優先さ
れるべきことがあると知っているからです。 
私は時々家から学校までの道を歩いていました。
その浮いたバス代を貯めて、もしなにかプロジェ
クトがあった時にはその為のものを両親にお願い
しなくても買えるようにするためです。だから、
もし私が親に頼っていたら高校を卒業することも、
大学へ進むことも絶対にできません。 
私がこの奨学金制度があると聞き、しかも私が面
接をされる候補者の一人であると聞いたとき、と
っても嬉しくて、私の心臓は踊って私の頭を突き
抜けそうでした！ 
そして私は “チャンスは２度はやってこない”と

いうことわざを信じているので何が何でもこの機
会を、とつかみました！それに、近い将来家族を
助けられるようにこの機会を絶対に逃してはいけ
ないと思いました。 
あしながおじさん、 
私はアニメを書くのと歌を歌うことがとっても好
きです。これらは私の才能です。 
それに、バレーボールのようなスポーツも好きで
す。私は信心深く、それを楽しんでいます。私は
どんな小さなこと一つ一つにも大きな意味がある
と信じているので、様々な人と交流を持つことで
物事の価値を見出します。昔、私は漫画を描いて
いました。なぜならそれが私の情熱でストレスか
ら解放されるためのセラピーのようでした。それ
と私は日本語も勉強していました。なぜならこん
な素敵な言葉を知ることがとても楽しかったから
です。 
 
私が１年生の時、私は他の州と対抗するアスリー
トでランナーでした。 
でも突然、今の私には勉強することが一番優先さ
れるべきことだと気づいて止めました。教育こそ
が灯に手がのばせて、物事を可能に換えてくれる
一番重要なことです。私はとっても英語と科学が
好きです、というよりすべての教科が好きですが、
特に前述した二つの教科は得意です。 
もう一度言います。こんな私の願っていることが
実現できるような素敵な機会を与えてくださって
ありがとうございました！ 
あなたは私が勉強をもっとしっかりやり、夢を現
実にする励ましを与えてくださいました。 
そして私はありがとうの気持ちを表すためにずっ
と高成績でいることを約束します。 
一般的に“約束は破られるためにあるもの”って
言いますが私は絶対にベストをつくし、行動を私
自身の義務としてそれを成し遂げます。 
神のご加護を。 

敬意を込めて 
Lyra Jane Yabana 
 

 


