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本日のプログラム
司会
和田 了司君
・点 鐘
加藤久仁明君
・国 歌
「君が代」
・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」
・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
・卓 話
岡嶋 良樹君
古屋 義夫君
・幹事報告
近藤 太門君
・点 鐘
加藤久仁明君
先週の記録
会長挨拶
会長
加藤久仁明君
親睦活動委員会の皆さんお疲れ様でした。会員、
ご家族の皆様、劇団四季、
「美女と野獣」の公演、
楽しんで戴いたでしょうか？
この様な早い時期に、観劇を企画したのは、美女
と野獣の名古屋公演が、今年の年末で終了との情
報でしたので、この時期に企画しましたが、実際
は 2015 年 2 月 22 日が千秋楽との事です。
劇団四季は、1953 年に東京大学と慶応大学の学生
を中心に 10 名で結成した学生演劇集団立ったそ
うです。1979 年「コーラスライン」がヒット、そ
して 1983 年「CATS」大ヒット、年間 707 回の
上演をし、現在は東京、名古屋、大阪、札幌に設
置した専用劇場で 700 名以上の俳優、スタッフで
年間 3,000 ステージを上演し、年間観客動員数
300 万人を超えています。今日の「美女と野獣」
は 1994 年にディズ二―のミュージカルとして制
作され、
1995 年劇団四季により日本語版が初演さ
れ、総公演回数は 3,800 回累計観客動員数 370 万

２０１４年１０月３日（金）２２０２回（１０月第１例会）
人以上を記録しています。私も、劇団四季上演を
色々見ています。
「美女と野獣」
も 2 度目ですが、
毎回、俳優人が変わりますので、その都度新鮮に
観られます。今年度の会長方針の一つは、家族を
交えた活動をする事で、本日もその一環です。こ
の後、親睦活動委員会がセレクトした、ヒルトン
ホテルの王朝の中華料理をお楽しみ下さい。
幹事報告
幹事
近藤 太門君
楽しいミユージカルを見る事が出来ました。親睦
委員の皆さん、ご苦労様でした。
※夏のクールビズは今月末迄ですが、前年度の理
事会にて 10 月一ヶ月間の延長が了承されていま
す、クールビズでの例会出席でもかまいません。
※10 月 3 日（金）通常は理事役員会ですが、加藤
会長がご不在の為翌週の 10 日に開催しますので、
理事役員の皆様にはよろしくお願いします。
※次週予告 次週 10 月 3 日(金)は、岡嶋良樹君、
古屋義夫君お二人の卓話です。
◎例会変更の案内
犬

山
ＲＣ

名古屋丸の内
ＲＣ

１０月１４日(火) １０月１２日(日)

合同事業の為 未定
１０月１６日(木) １０月１６日(木)

職場見学の為 未定

◎例会休会のお知らせ
○江南ＲＣ
１０月１６日（木）は休会
○名古屋名駅ＲＣ １０月１５日（水）は休会

職業奉仕・米山の月間
11 月 1．2．3 日
例 １０月１０日（金） １０月１７日（金） １０月２４日（金）
会 理事役員会 11：30
祝福
夜間例会１８時～
10 月 31 日（金）変更
予 卓話 松田有美さん ケローナ青年大使
ホテルプラザ勝川
ＷＦＦ
定
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◎ビジター紹介
○小牧ＲＣ
○名古屋城北ＲＣ
○名古屋空港ＲＣ
○瀬戸ＲＣ
出席報告

会長
加藤久仁明君
中村
明君
後藤 訓美君
太田 威彦君
加藤 太伸君
委員長

会員 58 名
先々週の修正出席

欠席 32 名
欠席 1 名

伊藤 純君
出席率 43.9%
出席率 98.2%

ニコボックス報告
委員長 古屋 義夫君
○春日井ＲＣの家族会に参加出来た喜びで。
小牧ＲＣ
中村
明君
○家族会に参加出来た喜びで。
足立 治夫君
青山 博徳君
長谷川英輝君
林
憲正君
加藤久仁明君
加藤 宗生君
亀谷 鉦一君
北
健司君
名畑
豊君
近藤 太門君
河村 哲也君
成瀬 浩康君
古屋 義夫君
中川
健君
太田 弘道君
野浪 正毅君
岡嶋 良樹君
杤本 正樹君
杉山 孝明君
宅間 秀順君
社本 太郎君
和田 了司君
屋嘉比良夫君
山田
治君
峠 テル子君
芝田 貴之君

＜家族会 名古屋ヒルトンホテル＞

＜ミュージカル美女と野獣＞
会長挨拶 加藤 久仁明君

乾杯 屋嘉比 良夫君

父さんが来られないにも関わらず、お母さんは私
が一人じゃないと感じさせてくれたのです。それ
であしながおじさん、
演劇は上手くいきましたよ。
4 月には、お母さんと行列に参列しました。私た
ちの国では聖なる週と呼ばれています。フィリピ
ンの聖なる週のお祝いは、イエス・キリストの伝
道、死、そして復活までの期間なのです。
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＃16 Lingaro Harlene
あしながおじさん 山田 治
あしながおじさんがわたしの未来をこんなに明る
く照らしてくれた全てのことに「ARIGATU あり
がとう」。ご存じのように、私は日本の方々にお会
いすることができてとても喜んでいます。とても
緊張していて、あの時なんて言って良いかわかり
ませんでした。わたしはいつも、幸運にもこんな
ご加護をいただいたといつも心に留めています。
そして、いつも神様に、人生に起こる障害に打ち
勝つだけの健康な体と強さをお与えくださいとお
祈りしています。私たちは生きていくための糧を
稼ぐために懸命に努力しています。実際、私は直
接お母さんに一袋の米を買うためのお金をお母さ
んに渡しています。お母さんが最後には私たちの
借金を返済したので私たちは喜びました。そして
また、私はついに自分自身の携帯電話を持つこと
ができたので本当に嬉しいのです。その種の電子
機器は私が友達とコミュニケーションをとる唯一
の方法なので、私は欲しかったのです。でもお母
さんはなによりも勉強を先に終わらせなさいと言
い続けています。私は仕事を見つけることで、人
生において欲しいものを全て手に入れることがで
きまると思います。
数か月前、学校で演劇がありました。両親は皆、
喜んで発表を見に来ました。最初、お母さんの前
で演技をするのは初めてなので、私は恥ずかしく
感じました。
その時、お母さんがベストを尽くせ！
と励ましてくれたので、私はびっくりしました。
その時はお母さんが本当に救ってくれました。お

ところで、夏休みは学生みんなが一番大好きなと
きです。それは砂浜に行き、自転車にのり、家事
の手伝いをし、友達と一緒に遊ぶときで、勉強か
ら解放され、ちょっと心配で早起きすることのな
いときなのです。あしながおじさん、私は砂浜に
友達と一緒に行きます。私たち皆、ティーンエイ
ジャーですから、笑って叫んでお互いに秘密を話
し合って、厄介なことを分かちあうの。でも、家
族と外出をしたことは一度もありません。皆、お
金を稼ぐのに忙しいからです。神様は完璧な計画
をおつくりなのは知っているので、それでいいの
です。そして、いつか家族が全員参加して一緒に
いられる時がくると知っています。
あしながおじさん、最近私は忘れていて、お母
さんに停電のお知らせについてお母さんに知らせ
ませんでした。残念なことに、次の日電気を使う
ことが出来ませんでした。お母さんはお知らせに
ついて知らなかったので。
私は皆に叱られました。
暗闇に電気なしだととても不安なので、私はみん
ながどんなふうに感じたかわかりました。
私は自分のミスだと認めました。それで、一晩中
泣いていました。今は失敗から学んでいます。
「 ARIGATU
あ り が と う 」
心をこめて ハルレン・リンガロ

