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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌     「春一番」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・卓 話            志水ひろみ君

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

春一番 

雪がとけて川になって   流れて行きます 

つくしの子が恥ずかしげに 顔を出します 

もうすぐ春ですねえ ちょと気取ってみませんか 

もうすぐ春ですねえ    恋をしてみませんか 

先週の記録 

幹事報告        会長   伊藤  純君 

こんにちは、先週フィリピン・セブ島に10名で訪

問して参りました。 

帰国報告は和田委員長にお願いして、フィリピン

の事をお話しさせて頂きます。 

フィリピンでは、ここ数年人口が増え続けていて、

1 億数千万人になろうとしております。路上には

大勢の大人、子供達が溢れていましたが、まだ雇

用が追いついておらず、仕事のない人が大勢いる

状態の様です。 

そこで私達「春日井ロータリー」と「セブロータ

リー」の共同事業でもあります「あしなが事業」

で５名の中学生を選抜させて頂き、選ばれた生徒 

２０１７年３月２４日（金）２３１６回（３月第４例会） 

達は本当に喜んで頂けました。 

小さな事ではありますが、継続すれば大きな成果

をもたらしてくれると思います。またメンバーの

名畑さんが現地に工場を作られ大勢の雇用を生ん

でおります。勿論、今回10名で訪問した事も経済

の一助になっています。 

これからもお互い無理のないペースで両クラブが

交流し、友好親善関係を築いていけたら良いと思

います。 

幹事報告        幹事   成瀬 浩康君 

第3回持回り理事役員会 

審議事項：河村哲也君休会の件 承認されました。

おしらせ

２０１６年１２月５日ＲＩ第２７６０地区８４番

目のクラブとして名古屋宮の杜ロータリークラブ

が国際ロータリーに正式に加盟承認され、3月9

日に認証状伝達式及びチャーターナイトが開催さ

れました。 

次週予告 

＊3月24日：卓話 志水ひろみ君 

◎例会変更のお知らせ 

一 宮 ３月３０日（木） 

   ＲＣ 花見例会の為 名鉄犬山ホテル 

愛 知 長 久 手 ４月４日（火）４月４日（火）１２：３０ 

   ＲＣ 例会場都合の為 華野 

羽 島 ４月４日（火）４月１日（土）１８：３０ 

   ＲＣ 観桜例会の為 名鉄犬山ホテル 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



名 古 屋 葵 ４月６日（木）１９：００ 

   ＲＣ 花見例会の為  

尾 張 旭 ４月７日（金）４月９日（日） 

   ＲＣ 花見茶会の為 こふき邸 

岩 倉 ４月４日（火）４月６日（木）１８：００ 

   ＲＣ 花見例会の為 五条川 

名 古 屋 千 種 ４月４日（火）４月４日（火） 

   ＲＣ 家族会の為 中部国際空港 

岡 崎 南 ４月４日（火）４月４日（火）１２：３０ 

   ＲＣ 例会場都合の為 竜美丘会館 

名 古 屋 空 港 ３月２７日（月）３月２７日（月） 

   ＲＣ 夜間例会の為 

◎例会休会のお知らせ 

○岡崎南ＲＣ     ３月２８日（火）は休会 

○瀬戸ＲＣ     ３月２９日(水)は休会 

○瀬戸北ＲＣ    ３月２８日（火）は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 59 名 欠席 25 名 出席率 57.6% 

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率 94.9% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君

○雨にも負けずプロジェクト中川国広さんをお迎

えして             伊藤  純君

○セブ使節ツアーの報告をさせて頂きます。

                和田 了司君

○中部大学、中嶋先生にお世話になりました。

                貴田 永克君

○長男、北将樹が名古屋大学大学院教授に就任す

る喜びで            北  健司君

○床上げで孫が帰り寂しくなりました。

                山田  治君

○1 年ぶりにロータリーの森に春が来ました。

                早川 八郎君

○セブ島お疲れさまでした。北さんおめでとうご

ざいます。           下田 育雄君

○宅間さんお世話になります。  小野田 誠君

○セブ行きの皆さんご苦労様でした。

                宅間 秀順君

○セブの報告を聞く喜びで。   近藤 太門君

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君

○和田さん楽しみにしています。 大原 泰昭君

○セブ島お疲れさまでした。セブ島報告が聞ける

喜びで。            

藤川 誠二君  古屋 義夫君  加藤久仁明君

成瀬 浩康君  岡田 義邦君  岡嶋 良樹君

杉山 孝明君  蓮野 美廣君  加藤 宗生君

清水  勲君  屋嘉比良夫君  小柳出和文君

風岡 保広君  川瀬 治通君  加藤  茂君

杤本 正樹君  名畑  豊君  梅村  守君

近藤 秀樹君  速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話            和田 了司君 

3 月８日より 4 日間セブロータリークラブとの共

同事業である“あしなが奨学金事業”のため使節

団を結成しセブ島を訪問しました。伊藤会長ご夫

妻、成瀬幹事のご家族、加藤副幹事、名畑さん、

峠さん 和田の 6 会員１０名です。

夜７時過ぎにセブ空港到着しました。セブ RC 副

会長の方・御田さんはじめ５人の方に出迎えて戴

きフィリピン料理をふるまっていただきました。

セブ島は世界で始めて世界１周したマゼランが上

陸したことで有名ですが、南北２２０キロの細長

い島で面積は四国の四分の１位の小さな島です。

しかしフィリピンではルソン・ミンダナオに次ぐ

経済圏とのことです。人口は 400 万位で四国より

多い。従って人口密度は４９５人と高密度です。

ドライブしていると狭い道に路上駐車が非常に多

く、信号機も私たちはほとんど見ませんでした、

しかもサイドカー付きの単車が行き交い、歩いて

いる人、横切る人、たくさんの人が暮らしている

島を実感します。産業としては台風を除けば穏や

かなエメラルド色の海と白浜のビーチが魅力な観

光とフィリピンのシリコンバレーといわれる IT
産業が盛んとのことです。

セブロータリークラブさんには初日から最終日の

空港まですべての行程での送り迎え・初日の夕食

会、会員企業の方のビル落成ﾊﾟｰﾃｨと正式懇親会の

ご招待および“あしなが事業活動”での通訳とま

さにおんぶにだっこのお世話をして戴きました

心の籠ったおもてなしを感じました。これまでの

共同事業での積み重ねが厚い信頼関係につながっ

ているのだと思います．

セブ RC のマルチネスさんに送っていただいて夜

更け近くに宿泊先のプランテーション・ベイ＆ス

パに到着しました。南国のホテルのフロントは出

入り扉のないロビーです。日本語の通じるスタッ

フはおります。

このホテル内は１週間滞在しても飽きることのな

いといわれております。美しい遠浅な白浜と広大

な温泉プールのホテル内にある宿泊村風のホテル

です。コテージのボタンを押せば電気自動車が迎

えに来てくれます。

しかし残念なことに私たちはこのホテルで３泊寝

るだけで終わってしまい、とてももったいないこ

とをしてしまいました。

我々の使節団の使命の一つ目は 4 年前わがクラブ

４５周年記念事業として寄贈した小学校 ｼｰﾒﾝ 

ｱﾕｰﾀﾞ小学校 SimeonAyudaElementarySchool へ
の表敬訪問と水洗トイレの視察です。トイレは清



潔に管理され、汚水も浄化槽で処理され排水され

ている溝の水を確認いたしました。

丁度、授業の合間でもあり窓より小学生の一人に

握手すると次々愛くるしい児童たちに握手せがま

れました。キラキラと目が輝き明るい笑顔が素敵

な小学生たちでした。

この小学校の隣が第４次あしなが対象校

ArceloMemorialHighSchool ｱｾﾛ ﾒﾓﾘｱﾙﾊｲｽｸｰﾙで

す。2 つめの使命はこのﾊｲｽｸｰﾙへの表敬訪問と奨

学生８名の面会と３回目の奨学金の支給です。残

念ながら試験中ということで奨学生との面会がか

なわいませんでした。後日セブロータリークラブ

の御田さんが奨学生と面会の上支給するというと

ことしました。

こんなこともあるのでセブ RC との共同事業であ

る必要を強く感じました。共同事業だからこその

チエックと調整で守られる２つの約束事“あしな

がおじさんは奨学生に半年に５０００ペソを４回

にわたって支給する。”、“奨学金は奨学生に直接支

給する。”、“奨学生は年４回あしながおじさんに手

紙と年２回写真を送る”という“約束事をセブ RC
がチエック及び指導する。“

第４次奨学生のあしながおじさんは長谷川さん・

成瀬さん・河村さん・清水さん・宅間さん・名畑

さん・古屋さん・芝田さん/大橋さんです。

次にセブ RC 例会参加のためセブ市内のウォータ

ーフロントホテルへ向いました。距離としては 15
キロ位です。

例会は両会長のあいさつに始まり歓迎の気持ちで

スキヤキソングを全員で歌いました。

また峠さんが用意したパワーポイントの投影によ

る紙芝居風の青少年教育活動の教材のご披露をし

ました。内容は“自らが自分を守るスマホの使い

方プログラム”のデモです。語りも峠さんの日本

語、御田さん英語訳とこけら落としとは思えない

良いスムーズな出来でした。

料理はバイキング方式で、セブの方がスイーツを

テーブルに持ってきていただいて会話も弾みまし

た。

時間の関係、例会も途中で失礼し、会場を出発し、

第 5 次奨学生の面接と選考のため移動しました。

第５次新あしなが対象校はリロアンナショナルハ

イスクール Liloan  National High School Don 

Bosco Campusです。第３の使命は奨学生の面接

と、５人の奨学生の選考と半年分の奨学金５００

０ペソの支給です、

新中学は公立中学ではありますが運営をカトリッ

ク系の団体が行っている学校です。生徒の選考基

準もしっかりしており、向学心のある生徒、成績

は良いが経済的に恵まれない生徒を優先的に選抜

しているとのことです、方針として躾教育、木工

等技術の職業訓練的な面を特色としてこだわって

いることです。

到着すると校門では生徒のブラスバンド演奏で

我々を迎えてくださいました。面接会場では教頭

先生はじめ３名の先生方が立ち会っていましたが、

その後授業に終えた若い先生方も会場に駆けつけ

続々面接の場に立ち会っていました。若い先生の

やる気が感じられました。

面接選考は 5 人ずつ４組面接し計 20 名から５名

を選考したわけですが。御田さんの通訳で質問事

項として（好きなこと）（尊敬する人）（日本のイ

メージ）（好きな学科）等を質問しました。

生徒の声として（日本のイメージは）①桜②富士

山③アニメ （尊敬する人は）両親 なぜなら自

分のために頑張ってくれているから （好きな学

科）サイエンス 数学 木工実習 

（好きなこと）フットサル アニメテレビ 

K-POP （将来のなりたい職業）教師  の回答

でした。 

高校に行けることが当たり前ではない子供たちで

すから真剣勝負です。緊張感を感じます。

なお、５名のあしながおじさんは伊藤会長・岡本

博貴国際奉仕副委員長・峠会員・松尾会員・和田

の５名です。

４つめの使命はセブロータリークラブとの事業の

協業分担の確認です。

なおセブロータリークラブ様には後期の奨学金の

支給とこれからも奨学生の提出物のチエツク等と

調整を協同事業者としてお願いしております。

更に今晩は、セブロータリーの会員企業のビル落

成ﾊﾟｰﾃｨに参加しました。

立派なホテルの大広間４００人は入っていたと思

われる円卓での豪華なディナーパーティーです。

エンターテーナーはお国では人気絶大といわれる

MARTIN NIVIER です。お婦人方が大変興奮し

ていました。

3 日目は夕方 6 時半からの公式懇親パーティまで

は自由時間ということで成瀬幹事のごご家族は

“ジンベイ鮫と泳ぐツアー、伊藤会長ご夫妻、加

藤副幹事、峠さん、和田、セブＲＣのご家族５名

はアイランドホッピングに行きました。シュノー

ゲルをつけて入った海の澄み渡った青い海の熱帯

魚の群れの眺望はなかなかのものでいた。

公式懇親パーティーは手違いがあってかなり遅れ

てしまって、せっかく準備して戴いたセブＲＣの

方には

申し訳ないことをしてしまいました。またセブ

RC の御田さんが急用で参加できなくなり名畑会

員の通訳で懇親パーティーが進められました。和

やかな会話とおいしい料理とで交流を楽しみまし

た。



最後に今一度の姉妹クラブの契りを確認のための

サインをして懇親会を終了しました。

春日井 RC とセブ RC との共同事業の“あしなが

奨学事業”の継続は毎年何名かの向学心が高い女

学生の成長を促して,着実に社会に役立ってゆく

ものと信じています。

またこの共同事業に積み重ねによって極自然にセ

ブ RC 様との信頼関係が深まり、これからの交流

が楽しみなってくるものと思います。

セブ RC の皆様には心籠ったおもてなしありがと

うございました。

なお第 5 次奨学生の氏名は  Lauron, aith 
Kala  ②AnduyoHazel ③Wagas, Mecheille ④
Bantilan,Jayca ⑤Tundag,Hui Chen です。

会長あいさつ 伊藤 純君 

地区インターアクト委嘱状授与 

梅村 守君 

雨にも負けずプロジェクト 

中川 国広代表 

セブ帰国報告 

和田 了司君 


