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歓迎 

 

本日のプログラム 
・司 会    名古屋空港ＲＣ 稲吉 將秀君  
・点 鐘    名古屋空港ＲＣ 内海 辰巳君 
・国 歌       「君が代」 
・ROTARY SONG    「四つのテスト」  
・ビジター紹介 名古屋空港ＲＣ 栗田 和典君 
・歓迎挨拶   名古屋城北ＲＣ 玉置 政利君 
・食事・歓談 
・会長挨拶   名古屋空港ＲＣ 内海 辰巳君 
・幹事報告   春日井ＲＣ   加藤久仁明君 
         名古屋空港ＲＣ 原田 好展君  
        名古屋城北ＲＣ  奥村 勝彦君  
・委員会報告 
・出席報告    
        春日井ＲＣ    山田 倫章君  
        名古屋空港ＲＣ 溝口 英雄君  
        名古屋城北ＲＣ  岩田 貴子君  
・ニコボックス報告 
        春日井ＲＣ    成瀬 浩康君  
        名古屋空港ＲＣ  国田武二郎君  
        名古屋城北ＲＣ 加藤 田鶴君 

 

 

２０１３年９月３０日（月）第２１５５回（９月第４例会） 
 
 

誠実なロータリアン 
       第2760地区 
      田中 正規ガバナー 
 
・卓 話 2760地区ガバナー   田中 正規君 
・お礼の言葉 春日井ＲＣ     屋嘉比良夫君 
・点 鐘   名古屋空港ＲＣ  内海 辰巳君 
 
 

先週の記録 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 
① 第 1回地区内クラブ社会奉仕委員長会議： 
10月 18日(金) 15：30~  
名鉄グランドホテル 11階  
出席義務者：社会奉仕委員長 和田了司君 
② 瀬戸北RC35周年記念式典 祝賀会： 
11月 2日(土) 16：00~ 瀬戸グレイセル  
出席義務者： 
会長 屋嘉比良夫君 幹事 加藤 久仁明君 
 
◎例会変更のお知らせ 
名古屋城北 １０月８日(火) １０月８日(火)  

   ＲＣ 職場例会の為 キリンビール 

尾 張 旭 １０月１１日(金) １０月 9日(水) 1２：３０ 

   ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為グレイセル 

岩 倉 １０月８日(火) １０月８日(火) 1２：30 

   ＲＣ 例会場都合の為 和蔵 

名 古 屋 葵 １０月１０日(木) １０月１０日(木)  

   ＲＣ 職場例会の為  

 



 

瀬 戸 北 １０月８日(火) １０月９日(水) １２：３０

   ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為グレイセル 

一 宮 中 央 １０月９日(水) １０月１１日(金) 1２：30 

   ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為一宮商工会議所 

瀬 戸 １０月９日(火) １０月９日(水) １２：３０

   ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為グレイセル 

名古屋守山 １０月９日(火) １０月９日(水)  

   ＲＣ 夜間例会の為マリオットアソシアホテル 

 
出席報告        委員長  伊藤 一裕君 
会員 55名 欠席 8名 出席率 85.2% 
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   成瀬 浩康君 
○祝福の皆さんおめでとうございます。杤本正樹
君の入会を祝して。       屋嘉比良夫君 
○新入会員を紹介する喜びで。  貴田 永克君 
○春日井ロータリークラブに入会する喜びで。 

杤本 正樹君 
○祝福を受ける喜びで。      
伊藤  純君  蓮野 美廣君  加藤  茂君 
名畑  豊君  加藤久仁明君  森田  誠君 
○大変良いことがありました。  山田  治君 
○お彼岸に父を偲んで。     青山 博徳君 
○祝福の皆さんおめでとうございます。卓話を聞
く喜びで。 
足立 治夫君  磯野 俊夫君  伊藤 一裕君 
太田 弘道君  岡田 義邦君  岡嶋 良樹君  
亀谷 鉦一君  風岡 保広君  河村 哲也君  
加藤 宗生君  近藤 太門君  社本 太郎君   
宅間 秀順君  峠 テル子君  林  憲正君     
古屋 義夫君  松尾 隆徳君  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 
 
卓話             伊藤  純君 
今月 9月 5日で満 65才になりました。10月 15
日年金支給日が楽しみになりました。いままでの
65 年を振り返って、あと何年元気に過ごせるか。
リニアはとても無理ですが、何とか東京オリンピ
ックまでは頑張って生きたいものです。 
小学 5年の時、伊勢湾台風がありました。中学卒
業の時 55人 13クラス、700名の同級生がいまし
た。中学 2年の時、野球部に入っていて、秋の大
会の時たしか 6名選ばれて、ユニフォームをもら
えて父親にうれしく報告したものです。高校に入
るとき、公立に入ったら自転車を買ってもらえる
約束だったので、ツン・ツン・ツノダの３段変速
の軽快な自転車を買ってもらい、伊良湖岬、入鹿

池、奈良、京都とどこへでも走っていました。高
校の時は車いじりが好きで、軽免許、自動 2 輪、
普通免許を自動車学校にも行かず、試験場でとり
ました。高校 3年の卒業旅行でポンコツのスバル
サンバーで春日井から九州一周のドライブに行き
ました。同級生 4 名でほとんど野宿の旅でした。
一浪して、東京の大学に入って、1 年間休学して
世界一周しました。4 年生の時、割とあたらしい
クラウンが実験室にあって、1 年間ゼミの仲間と
速度制御の装置を試作して中央高速でテスト走行
していました。夕方国分寺の町中で、計測機材を
積んでいるのでバッテリー上がりを何度もして、
助けてもらいました。卒論もでき、無事卒業もで
きました。 
卓話             蓮野 美廣君 
誕生の祝福ありがとうございます。   
昭和２２年９月２９日生まれで、今日時点では 
６５歳。ウィークリーが配布される９月３０日は
６６歳となります。春日井 RCには２２年生まれ
の団塊世代が大勢おみえです。生まれ月からする
と、私が一番の若輩ということになりますが一応、
社会的には全員「高齢者」一年生という事になり
ます。 
さて、私が卓話をさせていただくのは２回目で入
会の自己紹介以来ですから７年ぶりという事にな
ります。前回の卓話では会社を潰すという実に恥
ずかしい話と、弁護士の先生が不在で連絡が取れ
ず見送ったツキで現在があり、皆様にお逢いでき
たというやぶれかぶれの結果のツキは実感です。  
後日談で“そんな話知らない”という会員がみえ
て、世の中とはそういうものだと思いますし後輩
になる皆様方も時として自虐ネタを話されても全
然オッケーだし、多分覚えてみえない方が大勢か
もしれません。 
私は、横浜にある私立大学の建築学科を５年かけ
て卒業し１０年程サラリーマン生活を経験した後、
流れの中で自営の道を選択しましたが、大学時代
運動と麻雀、それに学校側立場での学生運動にあ
けくれ、我が子の仕送りの為に、働き出した母親
のことなど忘れて勝手気ままだった男が、いつの 
間にか、激動の建設業で３３年もの長きに渡っ 
継続してこられたとは我ながら驚くばかりです。
建設業は“浮き草稼業”の様なもので、言い換え
れば“水商売”です。そんな水商売のマスターに
とって最初の運は就職活動もないまま、ただ体育
会育ちというだけで拾ってもらった建設会社でい
い給料を貰いながら、飯の種でもある技術を教え
てもらったという事。(専門学校なら、授業料が必
要なのに！) 次は、東京の水が合わず名古屋に戻
って新聞広告を見て勤めた会社の倒産。(正確には
和議が叶い、再建！) 特別に自立意識が強い方で
もなかったし、やりがいもあった会社だったので、



当時は骨を埋めようとさえ思っていた矢先に訪れ 
た身の振り方が、流れの中での自営。自営の後の
ツキの初めは、再建会社に部下が残り、順調に下
請仕事をくれた事。更に二～三年後、部下の部下
が弊社の社員になった事で、クビとなり、懸命に
仕事を探すことで、元請会社のキッカケとなった
その後に訪れた、弊社清算の当日に弁護士不在で
実行できなかった弱い心が、その後いろんな他力
本願のお陰でやり直すことができたという人生最
大の運。（恐ろしい）小さな会社のお陰で不景気知
らずの現在は更に永く元気な会社でありたいと願
う所。ただし個人的な“運”は使い果たした気が
しますので、９月末に後進に道を譲る段取りに致
しました。あとは、金融機関の人質として当分の
間会社に籍を置くことになります。 
以上、お礼の挨拶とさせて頂きます。 
 
あしながおじさん：志水ひろみ 
あしながおじさん、こんにちは。お元気ですか？
私はとっても元気です！平日は必ず朝早くに学校
に行っています。そして授業が終わったらすぐに
家に帰ります。確実に試験に合格するために、常
に一生懸命勉強しています。今年は私にとって、
輝かしい学生生活だと思っています。 
私はもう３年生になりました。何か問題が起こっ
た時でも、私は前向きに頑張って、勉強に集中す
るようにしています。勉強に問題はありませんし、
家族も私の面倒を見ることから解放されました。
学校の友達とはとっても良い関係にあります。 
私の目標は、より自分を向上させることです。し
かし残念なことに、なかなか学校で１番になるこ
とができません。私は聡明さにはちょっと自信が
ありません…。でも学力を向上させたいと思って
います。学校の授業が終わったら、みんなとワイ
ワイ、ガヤガヤと楽しく過ごしています。 
私は将来ニュースキャスターになりたいです。視
聴者のために、自分たちの社会で起きた出来事を、
ニュースキャスターとして報告できたらいいな、
と思っています。 
両親は、私のために家事をしてくれたり、学校で
の色々なことをサポートしてくれます。それは、
弟たちも同じです。私の兄弟であるロジェリオと
ジェシーとロリーヌの３人は、私のことをよく手
伝ってくれます。彼らたちは私の良き理解者であ
り、もっとも厳しいアドバイザーでもあります。
お兄さんたちは「自分に対して正しくあれ」と、
私に言います。そしていつも励ましてくれ、また、
人生の先生として私を導いてくれます。彼らは、
私を強く、そして賢くしてくれます。 
フィリピンの国民として、私はいつも誠実であり
たいと思います。私は地域の色々な活動に参加し
ています。将来フィリピンの役に立つ市民になる

為に、一生懸命勉強することをお約束します。 
 私にとって日本は、本当に本当に進んだ国だと
思います。私の感じる日本は、最初にリーダーシ
ップを取った国だと思います。技術も進んでいま
す。日本人はとっても礼儀正しく、とっても働き
者だと思います。また、世界の中で１番清潔な国
だと思います。 
 あしながおじさんは、私たちを助けて下さるの
で、とっても偉大な人だと思います。おじさんは
とっても優しく、親切で愛情に満ち溢れ、また、
とても辛抱強い紳士だと思います。でも、どうい
った容姿をしているのかはまったく想像できませ
ん。おじさんにお会いしたことはありませんが、
私はおじさんのことが大好きで、本当のお父さん
のように思っています。 
 最近、学校生活を楽しんでいます。そして、勉
強にも集中しています。私は神様に、神様が私の
家族に与えてくれたすべての祝福に対してお祈り
することを忘れないようにしています。あしなが
おじさんのような、紳士的な人を私に与えてくだ
さったことを神様に感謝しています。あしながお
じさんがくれた奨学金は、私の勉強の為だけでは
なく、私の家族に多くの幸せを与えて下さいまし
た。奨学金をとてもありがたく思っていますし、
有意義にそのお金を使いたいと思っています。 
最近私は小説を読んだり、百科事典を見たりして
います。教育的な英語の小説など英語の本もたく
さん読んでいます。本は学校で借りてきます。私
は本からいろんなことを学んでいます。 
私は日本のアニメが好きです。特にラブストーリ
ーや友情を描いたアニメが好きです。日本のアニ
メは映像と構想がとても素晴らしいです。アニメ
から多くのことを学ぶことができます。 
 学校はまだ夏休みなので進級はしていませんが、
新学期が始まって最初の試験で、すべての問題に
答えることができ、１番になることを楽しみにし
ています。（新学期は９月からです） 
ときどきクラスの仲間たちと、私たちの身の回り
のこと、たとえば、自分のためになることや学校
の授業のこと、大自然のことを話し合っています。
学校へ行くのはとっても楽しいです。クラスメイ
トと話すことも、とても好きです。最近起きた出
来事について友達と話しています。私は今、悲し
いことは１つもありません。 
 「私はあなたに感謝しています。あしながおじ
さん、もう一度言います。ありがとうございます。」
（「」内は日本語で書いてありました。） 
私の勉強を手助けして下さってありがとうござい
ます。私はあなたのことを忘れません。クラスで
１番になる為に、また、おじさんをがっかりさせ
ない為にも、一生懸命勉強します。神様が私にお
じさんを与えてくれたことを、とても幸運に思い



ます。 
 
あしながおじさん：宅間 秀順   
あしながおじさんこんにちは！お元気かしら？私
のこと心配ですか、わたしは大丈夫ですよ、あは
はっ、とにかくすでに学校に戻っていて、ストレ
スタイムなんです。わあああ（涙）、あまりにもた
くさんのプロジェクトがありすぎて、ご存知のよ
うにそれを一瞬にしてやるなんてできないの！と
にかく、わたしたち最初の評価期間は始まってい
て、それはトランプでカードが配られるってこと
みたい。でも、いつカードが配られるか、そして
どんな結果が待ち受けるのかを、私は知らないの。
私の両親や兄弟については、大丈夫です・・って、
いや違うの！いつも授業をサボってたわたしの一
番下の兄弟は、あまりに厳しい状況に直面してい
て、ウトウさんには「授業をサボり続けるのなら、
もう二度と学校へ戻ってこられないよ」といわれ
ていて、わたしはいつも勉強するよう励ましてい
ます・・って、もうこの話は十分かな。 
うーん、友達については、ええ私には友達がいま
すが、あまり親しくないです。私には親友がいな
いの、どうしてかわからないけど。私はいつも大
勢の人と付き合えるタイプの人間ではないし、私
は物静かというか一匹狼っていうべきかしら。あ
ははっ、でもおじさまとお話しするときは、とて
もおしゃべりなのよ。私はいつか日本に行くこと
を、ずっと願ってるわ。どうしてかわかる？それ
は、桜の花をみたいから、どれだけ美しいか見た
いのです。そして、日本の美もみたいのです。 
私は、電子書籍や本も読んでます。電子書籍とは
インターネット上のお話で、いくつかは小説とし
て販売されています。それから、時々アニメを私
の「オニイチャン（（日本のアニメの影響で日本語
の発音をしってるようです））」と見てます。それ
は、接着剤のように私たちから離れません、えへ
へ（笑顔）。それから「栄養月」をお祝いしてて、
栄養月のジングルコンテストで第二位になりまし
た。また Intramwalsのお祝いをしました。 
私の誕生日がきて（感涙）、うふふ・あはっ、私が
年をとりますが、他になにか？あははっ。とにか
く私の愛しい人生はすっごく退屈で、だからどう
か、せめて「勉強第一！」なんていわないで、あ
ははっ。私がおじさまにただ言えることは、沢山
のことがおじさまのおかげ！「アリガトウゴザイ
マス」だと思います。 
あしながおじさん、どうかお体にお気をつけて。
直ぐにお会いしましょう（笑顔） 
しおべえ・あさまな  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
「この写真はおじの結婚式で撮りました（笑顔） 
あしながおじさん私への贈り物忘れないでね！誕
生日プレゼントよ、あははっ。コスプレの衣装が
ほしいかなー（笑顔）あしながおじさんありがと
う。 
 

 
新入会員 杤本 正樹君 

 

卓話 伊藤 純君 

 

卓話 蓮野 美廣君 


