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桜前線が北に上がり今は青森、北海道が満開だと
聞いています。最近はこの桜前線の移動が年々早
くなって来ている様に思いますが皆さんはどの様
に想いでしょうか？30 年前は、入学式にこの地方
の桜は、6～8 分咲き、吉野、高遠の桜はゴールデ
ンウィーク前後が見頃だった思いがあります。春
夏秋冬が無くなりつつ有る様に感じます。
さて先日、東尾張分区 12RC の IM で井沢元彦氏
の講演がありました。その時の内容は、イスラム
教の歴史等の話でしたが、今から 20 年ほど前、
彼が『逆説の日本史』で売り出し中の頃、彼の講
演を春日井で聞いた事があります。その内容は、
「江戸時代の 5 代将軍徳川綱吉の出した『生類憐
みの令』は、天下の悪法と言われているが日本国
内を平和にし、安全に旅が出来る様になったのは
この法律のおかげである。
」との事でした。生類憐
みの令は、総ての生き物を殺してはいけない、特
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２０１５年５月８日（金）２２３０回（５月第１例会）
に綱吉の干支である戌(犬)を殺すと厳罰に処せら
れると言う事が前面に出て、悪法であると言うイ
メージが強いのだが、
細かく内容を調べて視れば、
①旅人が旅籠(旅館)で病気になった時は治るまで
旅籠が面倒を見なさい。②働けなくなった老人、
馬、牛を山に捨てるな(姥捨て山)。と言った事も
書かれて折、日本の道徳の原点とも言われていま
す。此の悪法は、6 代将軍の時に廃止されました
が、旅人の事、姥捨て山禁止の事は、日本人の道
徳として受け継がれ、日本国内安全に旅が出来る
様になったのは、此の悪法のおかげだとも言われ
ています。松尾芭蕉や安藤広重などの芸術家が安
全に旅が出来たり、伊能忠敬が高齢で日本全国を
回り日本地図が作れたのは、このおかげだと言っ
て過言は無い様に思われます。ソメイヨシノの桜
の木が全国に広まったのは明治時代の富国強兵で
全国に植えられたそうです。江戸の植木屋が吉野
の桜を持ち込み江戸の町に広め、富国強兵で、パ
ッと咲いて、パッと散るのが潔いと言って全国植
えられたと聞いています。江戸時代に５街道が整
備され、平和に旅行が出来る様になったおかげで
明治時代に入っても東京の流行が一早く全国に流
通する事が出来たのでは無いでしょうか。
最後に、
世の中は 4 年に 1 度の選挙の年です。ロータリー
の友情で遮断機が上がった人もいます。
今まさに、
3 度目の正直を狙って、奮闘している仲間もいま
す。当落は実力と時の運かもしれませんが、ロー
タリーの友情を少し分けてやって下さい。その結
果であきらめさせるのも友情です。
『桜散り、花吹雪となる。
エレクトに邁進精進せよ！喝！』

５月２９日（金）
夜間例会 １８時～
ホテルプラザ勝川
卓話 徳洲会病院高山氏

６月５日（金）
理事役員会 11：30
卓話
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幹事報告
幹事
近藤 太門君
来月 5 月と 6 月は「クールビス」を実施しますの
で、ノーネクタイで出席して下さい。
地区よりの連絡です。
※ 東尾張分区次期会長幹事会開催の案内です。
日時は 2015 年 5 月 28 日（木）17：00
場所はウェスティングナゴヤキャッスルです。
出席義務者は、志水ひろみ会長エレクトと長谷川
英輝副幹事です。
※ 地区国際奉仕委員会の開催の連絡です。日時
は 2015 年 5 月 29 日（金）17：00～
場所は豊田市喜多町「ホテルトヨタキャッスル」
2Ｆ中国料理の「桃園」です。
出席義務者は、社本太郎次期地区国際奉仕委員で
す。遠いですが、よろしくお願いします。
※ 次年度、「加藤陽一ガバナーと大竹一義地区
幹事を応援する会」の開催案内です。
日時は 2015 年 6 月 15 日（月）18：00～、中区
錦三丁目 八百善ビル南館
「千とせ屋 錦店」です。出席者は志水ひろみエ
レクト、長谷川英輝副幹事です。
※ 次週の予定です。
次週 5 月 1 日は（定款 6-1）休会です。翌週の 8
日（金）は 11：30 から第 11 回理事
役員会を開催します。関係各位の皆様よろしくお
願いします。
例会は春日井消防署職員表彰と消防長の卓話です。
◎例会変更の案内
名 古 屋 北
倉
ＲＣ

岡

崎

南

５月１２日(火)

５月１２日(火)

出席報告

委員長

会員 59 名
先々週の修正出席

欠席 17 名
欠席 2 名

伊藤 純君
出席率 70.6%
出席率 96.6%

ニコボックス報告
委員長 古屋 義夫君
○久振りに出席させて頂きます
大橋 完一君
○各委員長さんご苦労さまです
近藤 太門君
○次年度出席委員会でお世話になります
古屋 義夫君
○マスターズ観てきました
新美 治男君
○誕生祝をいただいて
貴田 永克君
○アテンダンス表彰ありがとう
太田 弘道君
○次週はお休み GW 期間中 皆様お元気で！！
青山 博徳君
○日曜日宜しくお願いします
伊藤
純君
○委員長さんご苦労様です
小川
長君
○各委員長さんご苦労さまです
山田
治君
○各委員長 来期もいいロータリーづくりをしよ
うぜ
宅間 秀順君
○アサガオとゴーヤ 緑のカーテンで省エネを
山田 倫章君
○今日も宜しくお願いします
足立 治夫君
磯野 俊雄君
伊藤 一裕君
梅村
守君
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
北
健司君
川瀬 治通君
志水ひろみ君
清水
勲君
芝田 貴之君
社本 太郎君
峠 テル子君
成瀬 浩康君
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
屋嘉比良夫君
薮下 尚武君
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君

記念例会の為岡崎ニューグランドホテル

名古屋丸の内

５月２１日(木) ５月２１日(木)18：３０

夜間例会の為クレストンホテル

ＲＣ

名古屋大須
ＲＣ

５月１４日(木) ５月１０日(日)
地区協議会の為ウェスティンナゴヤキャッスル

南
ＲＣ

名古屋守山
ＲＣ

名古屋みなと
ＲＣ

５月１２日(火) ５月１０日（日）
地区協議会の為ウェスティンナゴヤキャッスル

ＲＣ

江

５月２１日(木) １７：３０

ＩＤＭの為 か茂免

ＲＣ

岩

５月２２日(金)

◎例会休会のお知らせ
○津島ＲＣ
５月１５日（金）は休会

５月１４日(木) ５月１７日（日）

記念式典の為 名鉄犬山ホテル
５月２０日(水) ５月２０日（水）

会場変更の為 揚輝荘
５月２２日(金) ５月２３日（土）

家族会の為 京都嵐山

アテンダンス表彰の皆さん

あしなが奨学生からの手紙
＃10 アルレーン・エンギト
あしながおじさん 磯野 俊雄君

雨にも負けずプロジェクト 助成金贈呈
中川 団弘代表

12 月 10 日（水）
あしながおじさん、今日は月例テストの最初の日
でした。もしテストが簡単だった？ってお聞きに
なりたいのなら、それはえっと、ああ科学はけっ
こう大変でした。
明日はどうなるかわかりません。
なぜなら、明日の科目は数学、英語、歴史、コン
ピュータ、もうテストはお腹いっぱい。最初に思
い出させてください。そう、次にないをお話しす
るか、もうわかりました。先月起こったことだと
思います、先月の私の誕生日の後・・・

次期幹事挨拶 長谷川 英輝君

＜親友たちと記念撮影＞

次期会員増強挨拶 清水 勲君

次期クラブ奉仕委員長挨拶 風岡 保広君

（（11 月 18 日（火）を思い出して・・私は親友と、
12 月 17 日のクリスマスパーティで行われるダン
ス大会の練習をしていました。練習のために、ク
リスティーンの携帯電話を使っていました。彼女
は私の親友の一人です。練習の後、携帯電話の電
池が切れたので、充電しました（ごめんなさい、
文法的に間違っているかもしれません。文章書く
のが下手なので）充電を待っている間、私たちは
携帯をそこに置いて外に出て庭の掃除をしました。
でも、携帯をとりに戻ったときクラスメートの一
人は先生が携帯を没収しちゃったといいました。
それで、私たちは職員室へ携帯を返してもらうた
めに急ごうとしましたが、携帯の持ち主のクリス
ティーンは泣くことしかできませんでした。なぜ
なら、両親が彼女に激怒することが解っていたか
らです。そして友人である私たちが同じ目に合う

ことも望んでいませんでした。それは簡単なこと
かもしれませんが、間違っていました。なぜなら
先生は持ち主を除いて私たちと話したいわけでは
ないから。でも、クリスティーンはまだ泣いてい
て話すことが出来ません。
それで私たちが先生に、
先生の望むことをなんでもするから彼女に携帯を
返してほしいとお願いしました。でも、先生はそ
のアイデアが気に入らず、話せるのはクリスティ
ーンだけだと言いました。私たちはクリスティー
ンと一緒になって、みんな泣きました。彼女が気
の毒で、もう一度先生にお願いしました。最終的
に先生は、何をしたかをちゃんと謝る手紙をクリ
スティーンに書かせるように、と私たちに言いま
した。それで私たちはクリスティーンにそのこと
を話し、ありがたいことに先生は彼女にどうアド
バイスしたらよいかも教えてくれました。彼女が
書いている間、先生は私たちに家に帰るように言
いましたが、クリスティーンから待っていてと、
私たちはお願いされてしまいました。それで私た
ちは先生のいう事を聞くべきかクリスティーンの
いう事を聞くべきかわかりませんでした。先生の
言うことを聞けばクリスティーンは激しく怒るし、
逆にクリスティーンのいう事を聞けば先生が怒る
からです。それでも最後は、夜遅くなろうとも職
員室の外で待つことに決めました。なぜならそれ
が友達ってものだから。先生にクリスティーンが
終わるまで待たせてくださいとお願いすると、あ
あよかった、先生は私たちが待つことを許可して
くれました。先生は外の床で既に座っていた私た
ちを憐れんだんだと思います。クリスティーンが
謝罪の手紙を書き終わった時、先生は携帯を返し
てくれ、私たちを家に帰しました。家に着くと、
帰りが遅いと私はお母さんに叱られました。でも
私は何も言いませんでした。だってすっかり疲れ
ていたから。階段を上がり、着替えてご飯も食べ
ずに寝ました。本当につかれたあ。今日は本当に
長い一日でした。もうおしまいにしますね。－回
想おわり－）
）
これは本当に長い話で、悲しい思い出です。あし
ながおじさん、この事件の後、私たち仲良しの友
だちと先生の間に壁のようなものができました。
それは長く続かなか
ったのでよかったで
す。だって、誰かが
私たちに怒っている
って感じは本当に好
きじゃなかったの。
ごめんなさい、これ
で一旦手紙を終えま
すね。おやすみなさ
い。

12 月 12 日（金）
こんにちは、あしながおじさん。今日は成績カー
ドが渡される日ですが、あまり自分の成績に大き
な期待ができません。どうしてかは分かりません
が。
悪い成績をとったということではないのです、
上手く説明できませんが、そう感じるというか、
ごめんなさい。
そしていよいよ、成績カードが渡されます。とっ
ても緊張します。はい、2 期が私の努力の結果で
す。
科目
1期
2期
フィリピン語
P
P
英語
A
A
数学
A
A
科学
P
P
歴史
P
A
コンピュータ
A
A
mapeh
A
A
音楽
P
P
美術
A
A
保険体育
A
A
健康
A
A
価値感
P
P
歴史の成績が上がったのでとても嬉しいです。努
力がよい結果をもったので、本当に嬉しいです。
えへへ、文法がおかしくてごめんなさい。とにか
くあしながおじさんが私の成績を喜んでくれると
嬉しいです。そうだ、忘れる前に、勉強のために
財政的な支援をして頂きありがとうと言わせてく
ださい。あしながおじさんとで出会えて、本当に
素晴らしいです。ありがとう、すぐにまたお会い
することを願っています。1 番素敵なあしながお
じさん、メリークリスマス！
＜弟と私 空港にて＞

