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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 

・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・クリスマス家族会 

・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 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

祝福を受けられた皆さん、おめでとうございまし

た。又、峠テル子君には卓話を有難うございまし

た。 
では、今週の幹事報告をします。 
 
※地区から「新会員研修セミナー開催」と云うこ

とで、昨年と今年入会の会員さんが義務出席にな

っています。日時は 2015 年 1 月 31 日（土）ｐｍ

13：30～です。場所は名鉄グランドホテル、 
※2017～2018 年度のガバナーノミニーに、名古

屋駅前ロータリーの神野重行（かみのしけゆき）

君を選出したとの報告があり、又、2016～2018
年度のＲＩ理事ノミニーに豊田ロータリーの斎藤 

 

２０１４年１２月１９日（金）２２１３回（１２月第３例会） 
 

直美パストガバナーが承認された事が、併せて連

絡がありました。 
次週予告です。次週 19 日は今年の最終例会と、

会員とご家族様がお待ちかねのクリスマス家族会

です。５時 30 分受付です。 
 よろしくお願いします。 
 

◎例会変更の案内 
羽 島 １月１３日(火) １月１０日(土)  

   ＲＣ 新年例会の為 西松亭 

名古屋大須 １月８日(木) １月８日(木)  

   ＲＣ 夜間例会の為 東急ホテル 

名古屋空港 １月５日(月) １月５日(月)  

   ＲＣ 夜間例会の為キャッスルプラザ 

豊 田 東 １月５日(月) １月７日(水) １２：３０ 

   ＲＣ 新年合同例会の為 名鉄豊田ホテル 

岡 崎 南 １月６日(火) １月６日(火)  

   ＲＣ 新年例会の為岡崎ニューグランドホテル 

名古屋千種 １月６日(火) １月６日(火) １８：００ 

   ＲＣ 新年例会の為 松楓閣 

名古屋守山 １月７日(水) １月７日（水)  

   ＲＣ 夜間例会の為マリオットアソシアホテル 

 

◎例会休会のお知らせ 

○愛知長久手ＲＣ １２月３０日（火）は休会 
○名古屋アイリスＲＣ１２月３１日（水）は休会 
○岩倉ＲＣ     １２月３０日（火）は休会 
○江南ＲＣ     １２月２５日（木）は休会 
○名古屋名駅ＲＣ  １２月３１日（水）は休会 
 



○瀬戸ＲＣ     １２月３１日（水）は休会 
○名古屋城北ＲＣ  １２月３０日（火）は休会 
○名古屋名北ＲＣ  １２月３１日（水）は休会 
○あまＲＣ     １２月２９日（月）は休会 
○名古屋守山ＲＣ  １２月３１日（水）は休会 
○瀬戸北ＲＣ    １２月３０日（火）は休会 
○小牧ＲＣ     １２月３１日（水）は休会 
○名古屋東ＲＣ   １２月２９日（月）は休会 
○豊田東ＲＣ    １２月３１日（水）は休会 
○犬山ＲＣ     １２月３０日（火）は休会 
○名古屋清須ＲＣ  １２月３０日（火）は休会 
○岡崎南ＲＣ    １２月３０日（火）は休会 
○江南ＲＣ      １月 １日（木）は休会 
○羽島ＲＣ      １月 ６日（火）は休会 
○名古屋名北ＲＣ   １月 ７日（水）は休会 
○津島ＲＣ      １月 ２日（金）は休会 
○尾張旭ＲＣ     １月 ２日（金）は休会 
○名古屋大須ＲＣ   １月 １日（木）は休会 
○名古屋北ＲＣ    １月 ２日（金）は休会 
 

◎ビジター紹介   会長  加藤久仁明君 

○横浜南央ＲＣ    金澤 公士君 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58 名 欠席 25 名 出席率 57% 

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   古屋 義夫君 

 

○横浜南央ロータリーから参りました。私の出身

地である春日井のロータリーに参加させていただ

く機会があり嬉しく思います 
本日は宜しくお願いいたします  金澤 公士君 
○祝福の皆様お目出とうございます近藤 太門君 
○誕生祝いを頂きます      場々大刀雄君    
○結婚記念日          岡嶋 良樹君 
○ミャンマー行き旅の疲れはありませんか？ 
                宅間 秀順君  
○上がれ投票率！昇れ株価！   青山 博徳君 
○卓話に            伊藤 正之君 
○卓話楽しみにしています    河村 哲也君 
○峠さんの卓話楽しみです！   古屋 義夫君 
○祝福             和田 了司君 
○妻にお花を頂きありがとうございました 
                山田 倫章君 
○今日もよろしくお願いします 
磯野 俊雄君  梅田 英夫君  大畑 一久君  

岡田 義邦君  亀谷 鉦一君  加藤久仁明君  

加藤  茂君  風岡 保広君  加藤 宗生君  

社本 太郎君  中島 宗幸君  成瀬 浩康君  

中川  健君  速水 敬志君  蓮野 美廣君  

森田  誠君  屋嘉比良夫君  峠 テル子君  

杤本 正樹君  
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 
 
卓話             峠 テル子君 

愛知奨学生基金による施設状況視察 報告書 

私は、平成 26年 11月 12日（水）～16日（日） 

の日程でタイ/チエンマイ・ウットラジットに、第 

2760 地区の国際奉仕委員長始め9名で行って参 

りました。 

1,活動報告 

（1）訪問先タイ愛知奨学生基金活動施設の視察 

①11 月 13 日（木）チエンマイ 〇山岳少数民族

の6才から18才までの子どもたちの学校で奨学生

から高校生までの一貫教育で 930 名が全寮制で勉

学し生活している。 

〇援助施設の確認 ★広い校内の一郭にある、バ

レーボールコート位の面積の広さが舗装され、鉄

柱で支えられた屋根付きの建物が建設されていた。 

〇感謝のお言葉：パスト・ガバナー スンミン先

生から、「兎に角日差しが強い地域です。この日陰

を利用して、例えば、講堂として、またフットサ

ル場として、お祈りの場として様々な集会場とし

て快適に使用しております。」 

②11月 14日（金）ウッタラデｲｯト 〇13日ウッ 

タラデｲｯト県に到着。その夜の 4RC合同例会に参 

加。仕事帰りの奥様方も出席されて大変な歓迎を 

頂いた。これが RIだと感動した。 

〇援助施設の確認 

★14日、ウッタラデｲｯトへの援助もチエンマイと

同じ施設が建設されていた。 

〇感謝のお言葉：ピーセント学校の校長先生から、 

「年間使用予約は満杯状態であります。小中学生

のみでなく、近隣の住民も利用している。太陽の

日差しが強いのでとても有難いです。」 

2、台湾 3500 地区との新規事業「共同企画」 

打合せ 

●11 月 16日（日）台湾 3500 地区桃園正門クラブ 

訪問目的：第 2760地区と第 3500 地区との共同企 

画である「グローバル補助金事業の打合せ」のた

め。内容：R3500 地区 桃園正門クラブの冊子よ

り抜粋≪グローバルグラント申請案「花蓮黎明教

養院のキルトセンター」。黎明教養院は、院内で教

育訓練室を設立、心身障害者と母親単親家庭に対

して、教育をしています。 

★ 援助の対象：ブラザミシン・・30 台、ミシン

作業台 30台  ＊ 設備購入予算額  42,500 USD

（1USD＝30NTD （1,275,000NTD）≫          

3、国際奉仕委員会活動に参加して思う事 

（1）他国との交流は、 

①自分のまだ知らない、大きな世界を知る機会。

②僅かでも世界の人々のお役に立つことが出来る。 

（2）国際奉仕活動の実感 



①自分の時間とお金を最高な使い方が出来ること

が嬉しい。②他国の初対面の RC会員と握手し、言

葉で無く心と心で交わす時。本当に来て良かった

と実感する。  

 

 

 

会員誕生日の皆さん 

 

 

結婚記念日 岡嶋 良樹君 

 

 

ビジター横浜南央ＲＣ 金澤公士君（春日井出身） 

 

卓話 峠テルコ子君 

 

 

あしなが奨学生からの手紙 

エリーネ ケイト ガノラン （秋編） 

あしながおじさん 近藤 太門 
 

 

 

 

 

 

 

親愛なるあしながおじさんへ 
こんにちは！お元気ですか？元気でしたら嬉しい

です。また手紙をかきましたよ。私たちフィリピ

ン人の事を良く知ってもらえるように簡単なお話

しをしますね。秋ですけど、ここフィリピンには、

バー（ＢＥＲ）の月が早くもやってきて既にクリ

スマスが始まったのよ、私たちの国では、月の名

前の最後にバー（ＢＥＲ）がつく 9 月（September）
からはじまるの、4 カ月の間クリスマスをお祝い

するの。とっても早いけど言わせてくださいね。 

『あしながおじさん、メリークリスマス！』 

 
前に出した手紙から 2 カ月たったと思いますが、

正直いいますと日々起こっていることを毎日過不

足なく日記に書いていて、それをあしながおじさ



んにお話しするつもりです。 
さあ、とってもお話ししたいことがあるから、始

めますよ。準備はいいですか？最初は 7 月のこと、

「栄養月間」のお祝いをするのですが、あしなが

おじさん、とっても可笑しいの。私は「栄養の月

のパフォーマー」の一人に選ばれました。それに

向け私たちはお互い助け合いました。ええと、ス

テージでいよいよ演じるときは、楽しくって、私

たちは『スーパー・ベスト！』を尽くしました、

えへへ。とても緊張したのに変だったのです、な

ぜって演技が終わった後、私たちは完全に言葉を

失っていたのですから。クラスメートが、私たち

の声は本当に屋根付きの広場を揺らしたわ！と言

ってくれました。その後表彰式があり、チームメ

イトと一緒にとってもドキドキしました。なぜな

ら他の参加者は、ただ参加しているのではなくと

っても強敵だったから。みな優勝したいけど、コ

ンテストが終わればそこには勝者と敗者しかいな

いことを、皆知っています。でも、私たちは優勝

者として名前を呼ばれたのです。私たちにとって

素晴らしい日でした。あしながおじさん、私たち

はこのパフォーマンスで優勝しただけでなく、学

校内のチアーリーディングでも 2 位になったので

す。多くの人は私にきっと勝てないよと言いまし

たが、私たちには『４つの要素』という素晴らし

いコンセプトがあり、本当に耳にのこる音楽でし

た。 

あしながおじさん、リラックスして続きを読んで

下さいね、だってまだあしながおじさんにお話し

したい、とってもとってもすごいことがあります

から。 
私たちが、ブワン・ング・ウィカの「ダンス表現」

で２位になったとき、何人かの先生は、私たちが

抜群に優雅だったと言ってくれました。私たちは

「私たちの結束した気持ちです」と答えました。

でもそれで終わりません、別の「科学フェア」で

「ミス・ハガウ」と名付けられた催しがありまし

た。それは、信じられないような廃品をリサイク

ルして生徒みんなで作ったドレスを、男性が身に

着けて女性のふりをするという楽しいものです。

あしながおじさんにも本当に見て頂きたかったで

す。きっと面白いですよ。 
さて、そろそろこの話をしようと思います。あし

ながおじさん、これがきっと最後のお手紙になる

でしょう。本当にこんな機会を掴むことができて

感謝しています。奨学金は私の人生全てを変えま

した。一番最初の面接から、勉強のとても助けに

なる援助、学校で支払わなければならない、特に

その時必要なものを。行事などでも。学校で使う

もので、まだ持っていないものも買いました。本

当にあしながおじさんありがとう。チャンスをく

れてありがとう。私が学校に行き、もっと勉強す

る価値のある人間だと証明するチャンスを。特に

私たちが夢を追いかけるチャンスを。人生の目標

を追いかけるための架け橋を作ってくれてありが

とう。1０億回の「ありがとう」を言いたいけど、

そのかわりに私は自分が奨学金を受ける価値があ

る人間で幸運な学生と証明します。 
私は「結末はきまっているわけではない、いつも

始まりがあり、そこにあたらしい結末を作るのだ」

という言葉を私は信じています。 
わたしはこの言葉になぞらえて、奨学金の支給は

終わるけれど夢とそれを追いかける気持ちはずっ

て新たな始まりを迎え続けると考えます。私の勉

強への志はここで止めません。決して新しい挑戦

を諦めず、世の中に私の名をなし、いつか高校を

卒業し、建築の大学を卒業して、ぴったりの仕事

に就きたいです。私は建築家になり、家だけでな

く「おうち」を造りたいと思います。家にいる人

が、とっても気に入っているとそこを「おうち」

と呼びます。あしながおじさん、いつの日か私は

ベストをつくして。私はつまらない人間が夢を掴

むのではなく、大きな目標を追い求めるものが夢

を掴むと私自身であしながおじさんに証明したい

です。 
もう一度、あしながおじさんチャンスをくれてあ

りがとう。 
あしながおじさんにこの言葉を送ります 
  『最高の人』 

あしながおじさん、ごきげんよう 

 


