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先週の例会は、都築先生をお招きして、日本と海
外のスピーチの違いから始まり、文化の違いの卓
話をして頂きました。
日本の挨拶は
「こんにちは、
こんばんは」等の挨拶から始まり「最後に」と言
うスピーチが最近の主流になっていますが、海外
のスピーチは、自分を紹介して頂いた司会者と主
催者に対してのお礼から始まり、ジョークを交え
てのスピーチが一般的な挨拶と言う事を学びまし
た。私の挨拶の手法は、ドイツのヒットラーの演
説の手法を使います。特に、今年の様な RC 会長
や、何々会の会長、理事長等、1 年以上通しての
役をやる場合、
今までこの手法を使ってきました。
世界理解月間
２月２０日（金）
２月２７日（金）
例
卓話 峠 テル子君
会 祝福
予 卓話 場々大刀雄君
定 各委員長挨拶
ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp

２０１５年２月１３日（金）２２１９回（２月第２例会）
ヒットラーが、売れない絵描きから短期間でナチ
ス党の党首となりドイツのトップになったのは、
彼の独特の演説にあったと言われています。演説
の中身の内容はともかく彼の演説の手法は、どの
演説会でも同じ事の反復繰返しを使い、
最後に
「ゲ
ルマン民族は人類史上最も優秀な民族であり世界
を導かねば為らない」と必ず言い国民を鼓舞し、
当時のドイツの総統に成上りました。いわゆる今
で云うと洗脳手法です。
私の例会での会長挨拶は、テーマである「家族を
交えての事業」これを毎回言い、実行して来まし
た。ようやくメンバーの皆さんにも浸透して来た
と思います。と言うのも、
『2 月 28 日ニュートン
の万有引力贈呈式例会』も、委員会の方でメンバ
ーの家族が参加し易い方法を企画してくれていま
す。また、
『職場例会』も何か家族、奥様が参加し
易い楽しい例会を考えていてくれます。5 月 15
日に決定しましたので、1 日予定を開けて於いて
頂く様に奥様にお伝え下さい。
ヨーロッパから世界征服を目指した英雄は、ア
レキサンダー大王、シーザー、ナポレオン、ヒッ
トラーと 4 人いますが、彼ら全て演説が上手く、
人々を鼓舞する独特の手法を持っていました。ヒ
ットラーは先ほど述べた様に、シーザー、ナポレ
オンは、詩人の様な独特の感性の言葉で、兵士た
ちを鼓舞し、地中海沿岸諸国を征服して行ったと
聞いています。只、近代兵器の戦争に成ってから、
『東（太陽）に向かう戦争は必ず負ける』との定
説が、ナポレオン、ヒットラーの戦争で生まれた
と聞いています。この話はまた別の機会にお話し
します。

２月２８日（土）
3 月 6 日例会変更
補助金事業の為
少年自然の家 10 時

３月１３日（金）
理事役員会 11：30
クラブ協議会 13：30
祝福卓話加藤宗生君
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幹事報告
幹事
近藤 太門君
川瀬治通君、梅村守君、自己紹介の卓話をありが
とうございました。これからもよろしくお願いし
ます。では、幹事報告をします。例会の前に第 8
回の理事役員会があり、そこで可決承認された事
案を報告します。
１号議案として１月度一般会計の報告が会計委員
さんからあり、承認されました。
2 号議案では、2 月 28 日にニュートンの関連機器
を市への寄贈式の食事代の予算が、報告され承
されました。
3 号議案では、次年度各委員会の構成委員の案
が発表され、原案通り可決承認されました。
4 号議案では、5 月 15 日（金）職場例会として
中部電力浜岡原子力発電所への見学が了承され
ました。
5 号議案では、4 月 1 日（水）のセブロータリ
の訪問を受け、例会費が承認されました。
理事役員会の報告は以上ですが、連絡事項が 3 件
あります。1 件目会長エレクト研修セミナーが、3
月 14 日（土）9：30 分からナゴヤキャスルで行
われます。 2 件目は、第２回地区内広報・雑誌
委員長会議が、3 月 26 日（木）15：00～名鉄グ
ランドホテル 11 階で開催されます。以上の 2 件
での出席義務者は、志水ひろみ君です。よろしく
お願いします。３件目は次年度地区研修・協議会
が 5 月 10 日（日）11：30 分からウェスティンナ
ゴヤキャスルで開催されます。会議への出席義務
者は、事務局の志水から連絡させます。
ＲＩより 2 月のロータリーレートは、１＄118 円
との連絡がありました。
次週予告です。次週は藪下尚武君と、杤本正樹君
のお二人に卓話をお願いしています。よろしくお
願いします。以上幹事報告を終わります。
◎例会変更の案内
名古屋アイリス

ＲＣ

岡

崎

２月２５日(水) 2 月 22 日（日）
地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

南

ＲＣ

出席報告
会員 60 名
先々週の修正出席

２月２４日(火) ２月２４日(火)
交流例会の為岡崎コンファレンスセンター

委員長
欠席 22 名
欠席 2 名

伊藤 純君
出席率 63.3%
出席率 96.7%

ニコボックス報告
委員長 古屋 義夫君
○卓話をさせて頂きます
川瀬 治通君
○今日はよろしくお願いします
梅村
守君
○卓話を聴く喜びで
加藤久仁明君
○川瀬治通くん梅村守くん両君の卓話を愉みにし
ています
古屋 義夫君

○貴田くんの友情に感謝して
加藤
茂君
○お二人の卓話を楽しみにしています
近藤 太門君
○久振りに川瀬先生の卓話をきける喜び。梅村会
員の卓話を期待しています
貴田 永克君
○卓話を聴く喜びで
和田 了司君
○卓話！
松尾 隆徳君
○卓話に
伊藤 正之君
○卓話
山田
治君
○卓話を聴く喜びで
早川 八郎君
○RC 写真展に初めて出展します！青山 博徳君
○皇居、吹上御所、東宮御所の薔薇の剪定に行っ
てまいりました
北
健司君
○いつも有難うございます。梅村君の卓話楽しみ
にしています
大橋 省吾君
○今日もよろしくお願いします
屋嘉比良夫君
風岡 保広君
亀谷 鉦一君
梅田 英夫君
磯野 俊雄君
場々大刀雄君
社本 太郎君
志水ひろみ君
名畑
豊君
杉山 孝明君
大畑 一久君
宅間 秀順君
蓮野 美廣君
長谷川英輝君
成瀬 浩康君
加藤 宗生君
速水 敬志君
芝田 貴之君
杤本 正樹君
河村 哲也君
山田 倫章君
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君
卓話
川瀬 治通君
自己紹介
職業は内科の医師で、
肝臓病を専門とする肝
臓専門医です。国道 19
号線沿い、勝川小学校
北にある医院で、91 歳
になる父親、消化器病
を専門とする娘婿と 3
人で診療をしています。
高校卒業までは春日井で過ごし、大学に入学し
てから春日井に戻る平成 3 年まで東京に住んでい
ました。春日井に帰ってくすぐに春日井ロータリ
ークラブに入会させていただきましたが、平成 15
年に院長を継承してから仕事が忙しくなり、ロー
タリーの活動が十分に出来なくなったため退会い
たしました。
昨年、
院長を娘婿に譲りましたので、
足立先生、加藤先生からのお勧めもあり、春日井
ロータリークラブに再入会させていただきました。
趣味は小学校の頃から続けている合唱で、春日
井に帰ってきてから入団した「東海メールクワィ
アー」という男声合唱団で歌っています。年 1 回
の名古屋で開催する定期演奏会だけではなく、全
国各地への演奏旅行、そして数年おきに海外演奏
旅行も行っています。これまでにエストニア、フ
ィンランド、ラトビア、スウェーデン、ノルウェ
ー、イタリア、ヴァチカンで演奏しました。

国国技館に行かせてもらったことや春日井まつり
で子供たちを集めてイベントを主催したことは今
でもいい思い出です。
青年会議所で学んだことは、新しいことややった
ことのないこと面倒なこといろいろ頼まれ事があ
るけど、それを嫌な顔せず引き受けてやることで、
人から信頼信用されるのだと気づきました。
あの時青年会議所に入っていなければ今ここに立
ってお話することもなかったと思います。今では
あの時入会して本当によかったなと思います。そ
して、また春日井ロータリークラブという伝統あ
る入会させて頂いたからには、先輩方たちからい
ろいろ勉強させて頂き、自分自身と事務所を成長
させていきたいと思います。本日はご清聴ありが
とうございました。

あしなが奨学生からの手紙
16 番 ヘルレン P リンガロ
あしながおじさん 山田 治
親愛なるあしながおじさんへ。
こんにちは、わたしのあしながおじさん。さて、
これが 4 通目の手紙になります。今回も私の生活
についてお知らせします。でも、その前にいただ
いたお金についてお礼を言わせてください。それ
で鞄や靴や食べ物を買うことが出来て本当に助か
っていいますから。
＊家族＊
あしながおじさん、私は家族をとても誇りに思っ
ています。家族なしでは私は存在しません。家族
は日々の生活の強みなのです。私が成長するため
に必要としてきたものを、その時々に与え、将来
何者かになるために必要とするものを今も与えて
くれます。私の人生においてこれらの事で私は教
育されました。それは私の基本的な欲求、食事、
衣服、薬、住居、そして最も大事な愛。例えば、
私が相談して助言を必要とする時、私がなにか間
違いを犯したとき、のように。家族は私が病気の
時は看病もし、そしてどう振る舞い、どう他人を

敬い、分かち合うかということのような素晴らし
い価値観を教えてくれます。そして時々、正しい
方向へ向けて後押しして、大いに私に期待をかけ
ています。今私は家族が教えてくれたことすべて
に本当に感謝の気持ちで一杯です。いつも家族を
愛しています。
私の兄のヘンドレルは無職で、一緒に一件の家に
住んでいます。ですからお父さんが私たちが生き
ていくための収入源の全てです。兄はお金が足り
ないために、今仕事を見つけられません。時々、
お母さんが近所の方のところへ行って、ただ私た
ちが食べるもののためにお金を借ります。私の見
ているお母さんはいつでも一生懸命働き、汗と涙
が彼女の目に流れます。私たちのためだけに出来
る全てのことをしているので、私はお母さんを気
の毒に思います。働きすぎというのが、お母さん
が甲状腺腫を患っている理由です。時々、勉強が
忙しくてお母さんを手伝う事ができません。
でも、
クリスマスや新年のように家族が一緒にいるとき
は、私たちは笑いながら、ほんの単純な方法で、
人生を楽しみます。私たちはまだ生きていると。
＊学校＊
あしながおじさん、私が第一選抜のクラスだって
ご存じかしら。実際、選抜は有名で名が通ってい
ます。私は学校初日にとてもドキドキしながら、
「落ちこぼれクラスになってるかもしれない」と
思ったほど、期待していませんでした。でも神様
のおぼしめしで、私は選抜クラスに引き入れても
らいました。そこはとても知的な学生の集まりで
私はそんな人間じゃないと知っていますけど。私
には仲良く話す友人がいなくて、時々孤独を感じ
ます。でも今は一生懸命勉強することに集中しま
す。ごく最近、9 月のことですが学校で科学フェ
アが開催され、多くのコンテストがありました。
私はクイズボウルへの参加を選び、幸運にも私と
クラスメートのロナビーが第一位になりました。
実際私の成績は良く、実際私が自分の成績をいく
つかお母さんに話したところ、お母さんは飛び上
がって喜びました。
＊夢の旅行について＊
日本というのはわたしが行ってみたいと夢見る国
で、私を引き付けるもの、文化が全然違い、私が
経験するたくさんのことがあります。
私は写真で、
「桜の花」を見たことがあります。本当に美しい
樹です。いつか日本を訪問できることを願ってい
ます。
＊将来先生になることについて＊
私は人生で何かを成し遂げたい。私は教育がわた
したちの文化において最も重要な機能を果たすと
信じているので、教員養成の課程を選択すること
にしました。学習課程において、教師個人の人柄
と正しさに、世界を変えるだけでなくより良いも

のにする可能性がある
と私は信じています。
よりよい社会を作ると
いうことはとても重要
な貢献で、そんな機会
がくることに興奮して
います・・・

クリスゼラ ジョイピノ
あしながおじさん 大橋 完一
親愛なるあしながおじさんへ。
こんにちは、前にお手紙を書いてからしばらく経
ちました。8 月に頂いた奨学金にお礼申し上げま
す。私たちは奨学生になることができ本当に喜ん
でいます。
ここ 3 カ月は、たくさんのことを経験し日々の生
活でたくさんの授業で学びました。6 月 2 日の学
校最初の日は、素晴らしかったの。新学年の一人
の学生として最初に通学する月で、とても楽しか
ったのですが、同時に本当に疲れました。私はア
イセック（英会話クラブ）に新しく入りました。
以前は、ELC という英語学習サークルと、DLBC
クラブにはいっていました。また、ダンス団にト
ライしましたが、残念ながら私はこのクラブに値
しませんでした。にもかかわらず、私は本当に悲
しくはありませんでした。なぜなら、人生におい
て全てのことに神様は意味をもたせていると信じ
ているからです。
2 か月目は、たくさんの行事があったのでとても
楽しみました。この月には栄養祭と学校際があり
ました。7 月 25 日と 26 日は学校祭で、私たちは
たくさん練習し、パレードや開会式や応援コンテ
ストを行いました。私たちの発表には 4 つの要素
「地・火・水・空」のコンセプトがありました。
コンテストの後は、休憩し楽しみました。学校祭
にはたくさんの教室発表があり、結婚の部屋、お
見合い、お見合いダンス、恋人向け、ディスコや
射的や宝石の部屋などほかにもありましたよ。学
校祭 2 日目は DZBE があり、その後「ミス学校祭」
が開かれました。私たちには候補者がいて、とっ
ても応援しました。どうしてかっていうと、コン
テストの間大騒ぎですから。私たちは一杯受賞し
ました。「みんなのアイドル」
「ベストスポーツウ
ェア」そしてとっても重要な「ミス学園祭」は私
たちのクラスメートが獲得しました。とても価値
があるのでみんな満足でした。別の種類の競技で
勝者を宣言する際は、とても興奮しましたが、同
時にがっかりする状況でもあります。私たちは A
グレードの応援コンテストでは 2 位になり、総合
優勝しました。私たちにとっては、私たちがした

ことを楽しんでいる限り、勝者になろうが敗者に
なろうが、本当に大した問題ではありません。こ
の最上の日の翌日は栄養月の最上の行事でした。
私は、演奏に参加するひとりでした。昨年度はこ
の競技で優勝したので、私たちは舞台で演奏して
いる間本当に緊張しました。一緒に演奏した参加
者の声があまり良くなかったので、緊張しながら
もたくさん練習し、優勝する勇気を持つことがで
きました。そして、幸運にも私たちは第一位とな
り、2013 年からのタイトルを防衛しました。本当
に「うわ、すごい」という感じでした。
3 か月目は頭を悩ませました。何故なら私たちは
２つやることがあったからで、一つは定期テスト
で私はベストを尽くしたとおもいます。もう一つ
は、ブワン・ング・ウィカの月で、儀式舞踊に参
加しました。2 位にしかなれませんでしたが、そ
れにもかかわらず、とても幸せで誇らしかったで
す。衣装を準備するのは 1 日だけでしたが、それ
でも私たちは、踊る内容を秘密にしていました。
この 9 月も忙しい月でした。自治体が学校を視察
にくるので、準備が大変なのです。私自身も
DLBC とフォークダンスに参加します。時間を練
習に割くのが本当に大変ですが、「望みあるとこ
ろに道は開ける」です。たった今、DLBC 平行棒
とフォークダンスが終わったところです。
私は今 15 歳です。年とっちゃった(´ー｀）
フ
フフ、そして体重が減ったの(^o^)
私は良い成
績もとりました。残念ながら、上位のランクには
入りませんでしたが。でも、次は本当に最善を尽
くします。
ところで、あしながおじさんが写真の私の「やつ
れた」^-^ 顔を気になさらなければいいのですけ
ど。
気に入ってくれたらいいな。
この短い手紙も。
私は一晩でこの手紙を書きました。本当に忙しい
のです。あしながおじさんが、
健康に気を付けて、
幸せでいてくれるといいな。ありがとう^-^。

