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春日井警察署員表彰

卓話 
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４月３日例会変更 
セブＲＣ歓迎例会 
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ロータリーの森 
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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   「四つのテスト」 

・今月の歌     「汽車」 

・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 
・ＩＭ       

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

今月の歌 

汽車 

今は山中   今は浜 
今は鉄橋   渡るぞと 

思う間もなく トンネルの 

闇を通って  広野原 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

今日の例会は、祝福ですので本当は会長挨拶はあ

りませんが、3月4日から3月7日の日に行った、

セブ島の『あしながおじさんプログラム』の話を

致します。今回のセブ島の訪問は、8 名と少人数

でしたが、昨年と違い誰も病気に成らずに行って

まいりました。今回の訪問は、セブロータリーク

ラブへの公式訪問と昨年寄贈した、小学校水洗ト

イレの視察、『あしながおじさんプログラム』の第

3 次奨学生の選考でしたが、あとの二つの件に付

いてはこの後の加藤宗生国際奉仕委員長の卓話と

報告でお聞き下さい。セブロータリークラブの例

会は、例会前に、各々食事を取り 12 時半頃(アバ

ウト)より、点鐘とセレモニー、会長挨拶は無くて 
 

２０１５年３月２２日（日）２２２４回（３月第３例会） 
 
(当日会長不在)、メンバーのジョークを交えた下

ネタ話、その後、地区役員でパスト会長(たぶん)
が、地区と地域の問題点をテーマにした討論会が

行われましたが、我々はチンプンカンプンで良く

判りませんでした。あまりにも白熱していました

ので、我々は次の予定が有るので中座を申し入れ

ましたら、即例会は終り記念写真を写して終了し

ました。その夜、セブロータリークラブの役員の

方達が、歓迎会を開いて頂き、今後の『あしなが

おじさんプログラム』選考をセブロータリークラ

ブに一任する事、セブロータリークラブと春日井

ロータリークラブとの姉妹クラブ締結の件、4 月

1 日セブロータリークラブが春日井ロータリーク

ラブ公式訪問する件を話し合い有意義な交流と、

楽しい時間を過ごさせて頂きました。後日、『あし

ながおじさんプログラム』選考の件は、快くセブ

ロータリークラブが次回から引き受けてくれると

の了承の返事を頂きました。姉妹クラブ締結の話

は、4 月 1 日にセブロータリークラブが例会公式

訪問に来訪時に行いたいとの返事がきましたが、

当クラブとしては吝かでは無いですが、理事会と

して審議が出来てないので、次年度以降の締結を

希望すると言う返事をこちらから願い入れました。

来訪された折に次年度を交えて今後の打ち合わせ

をしたいと思っています。 
3 月 15日けやきライオンズクラブの 20 周年の式

典に出席して参りました。その記念事業の中で、

春日井の 4 つのライオンズクラブが、60 万円ずつ

出し合い地区の補助金と合わせて400万円でフィ

リピンのマニラに助産婦所を寄贈した事業を行っ

たそうです。春日井ロータリークラブも昨年、単

独で、奇しくも同じフィリピン国のセブ島の小学

校に、同じ 400 万円を出し水洗トイレを造り寄贈 



いたしました。「I SERVE」と「WE SARVE」

の違いが有りますが同じ時期に、同じ国に、対し

て国際奉仕の事業が出来る事は大変喜ばしい事だ

と思います。 

 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

加藤宗生君、セブ島の訪問の報告をありがとうご

ざいました。又、セブへ行っていただいた皆さん

お疲れ様でした。 
幹事報告をします。 
例会の前に第 9 回の理事役員会がありましたので、

可決承認されました 
議案を報告します。 
※ 第１号議案では、2 月一般会計の報告があり

承認されました。 
※ 第 2 号議案では、3 月 27 日に春日井警察署員

の表彰と、5 月 8 日に春日井市消防署員の表彰と

記念品が承認されました。 
※ 第 4 号議案では、5 月 15 日の例会を中電浜岡

原発の見学が了承されました。 
※ 第 5 号議案では、5 月 10 日の「春日井市わい

わいカーニバル」への協賛金が承認されました。 
※ 第 6 号議案では、4 月 10 日の例会はロータリ

ーの森への、持ち出し例会に変更が了承されまし

た。 
理事役員会の承認可決されました事案は以上です。 
連絡事項です。 
※ 3月 21日～22日の２日間知多の美浜で、「ラ

イラセミナー」が、行われます。中川健青少年奉

仕委員長よろしくお願いします。 
※ 3 月 22 日（日）8：00 から「ポイ捨て、フン

害防止啓発運動」が、落合公園で行われます。 
又午後はＩＭがあります。ホストクラブから「当

日は閉会迄居てほしい」との要請が来ています。 
※ 会長に出席要請が来ています。3 月１５日

（日）「けやきライオンズクラブ」の 15 周年のイ

ベントが 3：20 分受付で開催されます。プラザホ

テルです。 
次週予告です。次週 20 日は 22 日（日）14 時～

キャッスルで行われるＩＭへ出席の例会変更の為

休会です。  
この後第 5 回クラブ協議会を開催します。関係の

皆さんよろしくお願いします。 
 

◎例会変更の案内 
あ ま ３月３０日(月)  ３月３０日(月) 

   ＲＣ 春の家族会の為  

犬 山 ３月３１日(火) ４月１日（水） 

   ＲＣ 合同花見例会の為 犬山ホテル

小 牧 ４月１日(水) ４月１日(水)  

   ＲＣ 合同花見例会の為 犬山ホテル

岩 倉 ３月３１日(火) ４月２日(木)  

   ＲＣ 花見例会の為 五条川 

名 古 屋 東 ４月６日(月) ４月７日（火）１７：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 ガーデンテラス東山

名古屋空港 ３月３０日(月) ３月３０日（月） 

   ＲＣ 職場例会の為  

◎例会休会のお知らせ 
○岡崎南ＲＣ   3月 31 日（火）は休会 

○瀬戸ＲＣ    3 月 25 日（水）は休会 

○名古屋城北ＲＣ 3月 31 日（火）は休会 

○瀬戸北ＲＣ   3月 31 日（火）は休会 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 59 名 欠席 24 名 出席率 59.3%

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 

○女房の誕生日祝いを頂く喜びに 加藤久仁明君 
○卓話をさせていただきます   加藤 宗生君 
○祝福の皆さんおめでとうございます 
                近藤 太門君 
○あしなが事業の卓話楽しみにしています 
                峠 テル子君 
○祝福の皆様おめでとうございます また加藤宗

生くんの卓話を楽しみしています 古屋 義夫君 
○結婚記念を頂く喜びで     伊藤  純君    

○卓話を聴く喜びで       貴田 永克君 
○祝福             山田  治君 
○祝福の皆様おめでとございます 和田 了司君 
○誕生日の御祝をありがとうございます 
                川瀬 治通君 
○祝福を受ける喜びで      北  健司君 
○今年こそドラゴンズ頑張って！！青山 博徳君 
○今日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  山田 倫章君  磯野 俊雄君    

梅村  守君  大橋 完一君  太田 弘道君  

大畑 一久君  亀谷 鉦一君  加藤  茂君  

風岡 保広君  屋嘉比良夫君  河村 哲也君    

志水ひろみ君  清水  勲君  芝田 貴之君  

社本 太郎君  杤本 正樹君  中川  健君    

早川 八郎君  長谷川英輝君  速水 敬志君  

蓮野 美廣君  場々大刀雄君  森田  誠君    

○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 

 

 

 

 

会長挨拶 



 
会員誕生日お祝い 

 
卓話             加藤 宗生君 

 
３月４日から７

日までフィリピ

ンのセブ島へ行

ってきました。

行ったのは、加

藤会長夫妻、蓮

野副会長夫婦、

名畑さん、峠さん、そして私たち夫婦の８人です。

昨年は、セントレアからマニラ経由での移動でし

たので、時間がかなりかかりましたが、現在は、

セブ島への直行便ができましたので、移動はかな

り楽になりました。 
２日目にセブロータリーの例会に参加しました。 
セブロータリーは、今から９２年前に設立されて

います。会員数は、５５名くらいと聞いています。 
毎週木曜日の１２時位に集合して、例会のはじま

る前にバイキングで食事をとります。例会は、１

２時３０分から２時位までです。テーブルが４つ

で１テーブル 8 人ですと、３２人。私たち８人を

引くと２４人位。 メーキャップに２人来てまし

たのでセブロータリーのメンバーは、２２人位で

した。会員数の割には、出席率は、あまりよくな

い印象でした。 
服装もラフな人の方が多かったです。 
加藤会長のあいさつを名畑さんが通訳しました。 

例会は、まだ続いていましたが、私たちは中学校

へ行かないといけないので、途中退席して向かい

ました。 
中学校に行く前に、昨年作った小学校のトイレを

見てきました。トイレの水は、流れませんでし

た・・・・・。 

校長先生にごあいさつ後、昨年選んだ奨学生の９

人と今回選ぶ中学生２０人が待機している場所に

移動しました。 
昨年は、名畑さんご夫婦が選びました。 ８人の

予定でしたが、手違いがあって９人になったそう

です。今回選ぶ中学生２０人中から８人を選びま

すが、この２０人の子がどうやって選ばれてきた

かは、わかりません。  
 次に選考方法ですが、私たち８人に番号と名前、

クラスが書かれた紙がくばられました。 
昨年の子は成績表も書いてあったそうですが、今

回はありませんでした。 

５人ずつテーブル前に座ってもらいました。通訳

は、セブロータリーの日本人、御田さんにしても

らいました。まず、１人ずつ自分のアピールをし

てもらいました。その後、私たちの質問に答える

かたちで面接がすすんでいきます。 
家族構成とか、日本をどう思うか、また将来なり

たい職業等です。 
一番多かった将来の職業は、先生で、８人いまし

た。他には、医者や弁護士、社長、ナース等でし

た。もちろんこれだけが、選考基準ではありませ

んが、参考にしました。 
私たちは、それぞれに選んだ子をチェックしまし

た。チェック番号を集計して、投票数が多い順か

ら８人を選びました。ちなみに、選ばれた８人の

中で私が選んだ子は、４人、私の妻は 7 人入りま



したので、確率は妻の方が高いです。どちらにし

ても、このような選び方は、むつかしいと感じま

したので、来年以降は、別の選出方法を考えても

良いかなと思っています。 

会長が奨学金 5,000 ペソの目録とおみやげを渡し

て無事終了しました。 
その後は、もう一度セブロータリーのメンバーと

合流して、夕飯をご招待して頂きました。 
昼間いなかったメンバーも数人来てくれました。 
３日目は、午後から観光とショッピングをして、

セブロータリーの御田夫妻と合流して、おいしい

イタリアンをいただきました。 
お会計は、加藤会長がされました。ごちそう様で

した。セブは、とても良かったです。今ではグア

ムより人気が高まってきているようです。 
来年、セブ行きが企画されましたら、皆さんも参

加されると良いと思います。 

 

 
あしなが奨学生からの手紙 

＃14アラセル・ガランザ 

 

あしながおじさんへ。前回お手紙を書いてからこ

れまで、学生としての私の生活はいつもとても忙

しくも楽しいものでした。栄養の月の学校行事の

準備にかかりっきりでした。私は『料理対決』の

参加者の一人で、コンテストの期間中「チキン・

ドラムボティド」という、手羽やもも肉に、チー

ズやレーズンや茹で卵となどの材料と詰めたもの

を準備して、調理しました。幸運にも私たちはそ

のコンテストで優勝し、地区大会の学校代表にな

ることができました。地区大会への準備として、

私は毎週私のコーチとともに特訓しました。コー

チはコメントをくれるので、私はコンテストに出

す料理を改良できました。こんな風に、コンテス

トの審査員が判定を下す前に、料理を改良するこ

とができるのは良い事でした。この私の人生に起

こったできごと、とても価値のある経験によって、

自信をつけることができ、負けん気の強い性格、

スポーツマンシップを磨くことができました。全

てに最善を尽くす限り、「かちまけ」は料理への愛

だとわかるし、どんな結果でも喜ぶべきなのです。

なぜなら審判たちは私の作った料理を味わってく

れるのですから。私は今、セブ島の北から南まで

の地区からやってくる他の参加者との競争の準備

に余念がありません。ですから、その日が来るの

が楽しみで仕方ありません。 
 
他の学校行事では、ブワン・ング・ウィカのお祝

いがありました。これはフィリピンの母国語で大

切な贈り物という意味です。私は学校行事で行わ

れる現代ダンスに参加することができました。私

は実際のコンテストで、心臓が飛び出くらいに激

しく踊りました。練習の間、私はパートナーと、

本番が来ればしっかりと踊れるようになろうと、

いつも取り組んでいました。私たちは歌詞を正し

く伝えることができたので、観衆は私たちのダン

スパフォーマンスと結び付けるとができました。 
追加履修は別として、私は学校で若者のリーダシ

ップトレーニングのセミナーに参加しました。こ

こで、私は YECS クラブの設立に際して部長に選

ばれました。Y 若者 E 企業家 C 協力 S 学校

の頭文字で、将来の活躍のための訓練をします。

私はこのトレーニングに参加できてうれしいです。

何故なら知識を増やすことができるし、私が構成

員の一人であるクラブをどのように引っ張ってい

くかという貢献ができるからです。 
私は、数学イエイコンテストにクラスメイトと参

加しました。これは、リフが数学的視点から表現

されている演劇で、聴衆の耳に馴染みの良いよう

にフィリピン人が良く知っている曲に合わせて歌

われます。私は最近、市のフォークダンスへ参加

する準備をしています。 
 
あしながおじさんの財政的な支援に感謝していま

す。いつもとても家族の助けになっています。神

様にあしながおじさんがいつも健康で長生きして、

そして大いなる愛であしながおじさんが他の方を

助けて続けることをお祈りしています。心より感

謝申し上げます。 


