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ホテルプラザ勝川 定款６－１  クラブ協議会 13：30
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クラブテーマ 

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    「奉仕の理想」 

・今月の歌     「きよしこの夜」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話            峠 テル子君   

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

今月の歌 

きよしこの夜 

 
きよしこの夜 ほしはひかり 

すくいのみこは まぶねの中に 

ねむりたもう いとやすく 

 今月の祝福 

会員誕生日 
3 日 加藤 宗生君    13 日 芝田 貴之君 

17 日 場々大刀雄君   21 日 風岡 保広君 
26 日 野浪 正毅君 
 

夫人誕生日 
7 日   山田 倫章君・紀子さん 

11 日   芝田 貴之君・美奈さん 
30 日  松尾 隆徳君・節子さん 
 

結婚記念日 
24日 岡嶋 良樹君 

 

アテンダンス表彰 

 

２０１４年１２月１２日（金）２２１２回（１２月第２例会） 
 

１８ヶ年    山田  治君 

５ヶ年     峠 テル子君 

２ヶ年     古屋 義夫君 
 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

今月は、家族月間です。RI 会長フォアン氏は家族

を大切に、家族もロータリアンであるとの考えの

基、婦人を入会させればロータリーのメンバーは

倍増すると言っています。今年の春日井ロータリ

ークラブは、毎月のように家族を交えた例会を行

ってきました。その集大成が 12 月 19 日に行う年

忘れクリスマス家族会です。親睦活動委員会の報

告では現在までの出席者は136人と例年になく多

くの参加であると聞いています。親睦活動委員会

のメンバーが力を入れての設営をしていますので

楽しみにしていて下さい。 
さて、今日の理事役員会で、次年度の理事役員

が承認されました。この後の年次総会で皆様のご

承認を宜しくお願い致します。この議案を承認し

て頂けば我々、会長、幹事の役割も 2/3 が終わり

ます。一番喜んで肩の荷を下ろしているのは、近

藤幹事だと思いますが、まだ今年度は残り 7 か月

有りますので、幹事のタズナを締め直し、鞭打っ

て最後まで事業を進めていきますのでメンバーの

皆様のより一層のご協力をお願い致します。 
 
幹事報告      幹事   近藤 太門君 

先程例会の前に第6回の理事役員会がありました

ので、了承された議案の報告をします。 
※1 号議案として、11 月の一般会計報告があり、

了承されました。 



※2 号議案として、今年度の後期の会費 160,000
円の納入の件が了承されました。 
（来週早々に納付書をお送りしますので、納入方

をお願いします。） 
※3 号議案として、春日井警察署が行う、「100 日

間自転車の無事故ラリー」に協力して行く事が了

承されました。 
※4 号議案として、次年度の「理事役員（案）」の

発表があり全員の方が了承されました。 
※5 号議案として、入会希望者の「藪下尚武」君

の入会が了承されました。 
※6 号議案として、３月 4 日～7 日の間、あしな

が事業のセブ島再訪問の為に例会変更が了承され

ました。  
2 月 27 日（金）は通常通り開催します。 
2 月 28 日（土）は春日井市に「ニュートン」関連

機器贈呈の為の例会開催です。 
3 月 6 日（金）は 2 月 28 日（土）に例会変更し

たので、休会とします。 
※7 号議案として、3 月 22 日（日）に開催される、

「東尾張分区ＩＭ」は全員登録が了承されまた。 
 次週予告です。次週は 12 月 12 日の例会は祝福

と、峠テル子君の卓話です。 
 

◎例会変更の案内 
羽 島 １２月２３日(火) １２月２３日(火) 17：40

   ＲＣ 家族会の為 フォーラムホテル

名古屋丸の内 １２月１８日(木) １２月２０日(土)  

   ＲＣ 家族会の為 クレストンホテル

 
◎例会休会のお知らせ 

○名古屋丸の内ＲＣ １２月２５日（木）は休会 
○名古屋アイリスＲＣ１２月２４日（水）は休会 
○名古屋北ＲＣ   １２月２６日（金）は休会 
○江南ＲＣ     １２月２５日（木）は休会 
○名古屋名駅ＲＣ  １２月２４日（水）は休会 
○瀬戸ＲＣ     １２月２４日（水）は休会 
 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58 名 欠席 20 名 出席率 66% 

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率 99% 

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○年次総会宜しく        近藤 太門君 
○加藤会長と共に市内交通安全推進をしています 
高齢者及び高齢者予備軍のロータリーメンバーは 
注意しましょう         松尾 隆徳君 
○年次総会           屋嘉比良夫君 
○宜しかったら JTB カレンダーをお持ち帰りく

ださい             伊藤  純君 
○年次総会           和田 了司君 

○いつも有難うございます    大橋 省吾君  
○今日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  梅田 英夫君  太田 弘道君  

大畑 一久君  岡田 義邦君  岡嶋 良樹君    

加藤久仁明君  加藤  茂君  風岡 保広君    

加藤 宗生君  北  健司君  小島 啓冶君    

志水ひろみ君  芝田 貴之君  社本 太郎君  

杉山 孝明君  杤本 正樹君  宅間 秀順君   

峠 テル子君  名畑  豊君  成瀬 浩康君    

長谷川英輝君  林  憲正君  速水 敬志君  

蓮野 美廣君  古屋 義夫君  山田  治君  

山田 倫章君   
○ご協力ありがとうございます。  古屋 義夫 

 

２０１５～２０１６年 理事・役員 

理事・役員      志水  ひろみ 

  〃       中島  宗幸     

  〃       名畑  豊 

〃       伊藤  純 

役   員     長谷川 英輝 

  〃       成瀬  浩康 

  〃       太田  弘道 

  〃       森田  誠 

理   事     風岡  保広 

  〃       中川  健 

  〃       河村  哲也 

  〃       宅間  秀順 

〃       加藤  宗生 

役   員     和田  了司 

  〃       社本  太郎 

  〃       山田  治 

  〃     直前会長 加藤 久仁明 



 

あしなが奨学生からの手紙 

エリーネ ケイト ガノラン（後編） 

あしながおじさん 近藤 太門 

 

全てのベッドが濡れていたのです。私たちには残

された道はありませんでした。 
仕方なくおばあちゃんが寝ていた小さな竹のベッ

ドを、従妹も含め 9 人全員で使ったのです。ベッ

ドは実際 2 人用のものなので、私たちは横向きに

水平に並んで、体半分を空中に浮かせたのでした。

あの時私は本当に途方にくれ、いまだにあの夜の

忘れることはできません。私が目を開けたとき、

私の顔は従妹のお尻と数センチのところにあり、

その好まざるお尻の臭いがきつくて眠れません。

私があまりショックを受けているので、他の従妹

が顔に何かあったのと聞きました。私は何があっ

たか言いましたが、みんな同情する代わりに大爆

笑しました。みんなは私が喜んでいると考えてい

たに違いなく、私は長く耐え続けなければなりま

せんでした。 
 
あしながおじさん、私の夏は、本当に冒険にあふ

れ、とっても可笑しいでしょ？でもこれで終わり

じゃないのよ。 
 
聖なる週に、おばあちゃんは教会活動をしました、

というより島中のみんなが教会活動をしたという

べきかしら。おばあちゃんは『ゴルゴダへの十字

架への旅』を私にやらせました。本当に暑かった

のですが、大勢の人が合流するさまは筆舌に尽く

し難いです。でも正直いって、それが私にとって

最初の参加だったのです。以前からやりたかった

けれど、恥かしくて。でも、従妹と一緒に私が誕

生した地にいると、とても自由で心地よく感じま

した。    
 
 日は経って、私たちは月や星の元で夕食を食べ

ることにしました。おばあちゃんの家の庭に敷物

を敷いて、明るくするために懐中電灯を置いて、

食事や手を洗う水を並べました。たとえ、簡素で

あったとしても、一緒に愛する人達と夕食をとる

という記憶に刻まれる、まったくもって素晴らし

い夕食でした。たとえ両親が一緒におばあちゃん

の家にいなくても、私は全く独りぼっちではあり

ませんでした。おばあちゃんの家に滞在して、私

はおばあちゃんにとって特別なのだと本当に感じ

ます。お母さんが仕事を探し、2 年間私を置いて

いった時、おばあちゃんは一番私の面倒をみてく

れました。私は、これも私がおばあちゃんを訪れ

て、愛しているということを止められない理由な

のだと思います。 
 



私にとって、一番つらい日が来てしまいました。

お母さんが来て二日後です。その時は、とっても、

とっても、とっても悲しかったです。ほかの従妹

も家に帰らなければなりません。おばあちゃんは

言いました。「家の中にはもう何も声がありませ

ん。どの子も声を出して笑わず、微笑まず、そし

て、だれももうおばあちゃんと一緒には寝ること

がないのです。」おばあちゃんが話している間に、

私は涙を流すのを止めました。従妹たちも見まし

たが、みな泣くのを止めました。 
 
私たちが、船に乗る番です。おばあちゃんは一緒

にボートには来ず、見送る場所にいます。おばあ

ちゃんが待ったをかけて、家に帰らせないように、

私はもう涙を流すのを止めませんでした。そして

楽しい思い出がよみがえります。再び会えるのは

6 か月後になります。 
 
家に戻ってからかなりたちます、私はまだ家でな

んとかやっていく厳しい時間を過ごしています。

両親はいつも仕事に行っているので、いつも独り

ぼっちです。静かに夜泣く日が 2 週間つづいてい

ます。それはまるで私が家では生きていないよう

なのです。 
本当のことを言うと、この手紙を書いている間、

私は泣いているの。本当におばあちゃんや従妹が

恋しいです。でも、私は夢を追い続けなければな

りません。生きて、来年の学校で最善をつくさな

ければなりません。おじさんからいただいたお小

遣いは、大切にして学校のモノを買うのにとても

役立っていますということも、報告させてくださ

い。素敵な心遣いに本当に感謝します。あしなが

おじさんに会えると思うととっても興奮しますの

で、すぐにでもお会いしたいです！ 
 
 

 
 

あしながおじさんに詩を書きました 
 

 

 

 

『SRTTA』 

 

空は青く  

川は流れ 

夢がかなうことを夢見る少女がいます 

 

すると突然あなたが現れ 

少女どこへ向かうべきか導きます 

 

あなたは少女をずっと助け続けます 

ああ、あなたこそが 

私がずっと待ち焦がれたあしながおじさん 

 

あなたからの親切を大事にすると約束します 

わたしの心にずっと大切に抱きつづけます 

 
 
あしながおじさんが私の

詩を見て微笑んでくれた

らいいな。私は今新しい

メガネをしていることも

お知らせします。最初は

大変だったけど、今は慣

れました。あしながおじ

さん、早くお会いしまし

ょう！ 
 
愛をこめて 
エリーネ ケイト ガノラン 

 

 

 


