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理事役員会 11：30～ 卓話 IDM 18 時～ 理事役員会 11：30

卓話 次年度委員長挨拶 ホテルプラザ勝川」 卓話 志水ひろみ君
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会 長：名畑 豊
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会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265
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事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「日も風も星も」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・家族会 立山方面

・幹事報告

・点 鐘 名畑 豊君

先週の記録

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

1：2013 年 5 月のロータリーレートは、１ドル

９８円です。

2：春日井市制７０周年記念式典の出席

出席者 社本太郎副会長

日時 平成２５年６月１日（土）ＡＭ９:３０から

場所 春日井市民会館

3：４月２６日持ち回り理事、役員会において春

日井市における「ご当地ﾅﾝﾊﾞｰ」

の実現について要望書を春日井市に提出すること

が承認されました。

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５３名 欠席 23 名 出席率73.1%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率94.3%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○夜間例会に乾杯！！ 名畑 豊君

２０１３年５月１０日（金）第２１３７回（５月第１例会）

○結婚記念日の祝福ありがとうございます。40 年

になります。良くここまでこれたと全てに感謝し

ています。ありがとう。健康が第一ですね。

屋嘉比良夫君

○勝川本店が今年 20周年を迎えました。

社本 太郎君

○二度目の 3つの祝を受けた喜びで・・・

中島 泉君

○祝福ありがとうございます。 太田 弘道君

○祝福の皆さんおめでとう。 近藤 太門君

○祝福に 伊藤正 之君 林 鑛三君

○結婚記念日の祝福ありがとうございます。

大橋 完一君

○妻の誕生日の祝福を受ける喜びで・・

北 健司君

○アテンダンス表彰の方、出席率100%ありがとう

ございます。 和田 了司君

○結婚記念日の祝福を頂きありがとうございます。

古屋 義夫君

○ 祝福おめでとうございます。

足立 治夫君 磯野 俊雄君 風岡 保広君

河村 哲也君 加藤 宗生君 志水ひろみ君

清水 勲君 高木 修君 高橋 理江君

宅間 秀順君 峠 テル子君 中島 宗幸君

成瀬 浩康君 野浪 正毅君 蓮野 美廣君

山田 治君



春日井交通公園内「春日井ロータリ

ー」看板修理写真

会長 名畑 豊

以前から指摘があった、交通公園の春日井ロータ

リーの看板の化粧をしました。

本来は、再設計して立て替える予定でしたが、か

なりの費用がかかるし、春日井市との折衝もしな

ければなりません。市から撤去の要請も考えられ

ます。

今回の、化粧は、１、ステンレス看板のサビを落

とす。２、ロータリーのマークは真鍮製で、サビ

で黒くなっています。これを、再度磨く。３、文

字が薄くなっているので、黒で再度、塗りなおす。

４、全体にクリアー樹脂を拭きつけ、金属と空気

が接触しないようにする。以上の方法で、お化粧

をしました。５年に１回くらいで、化粧直しが必

要と考えられます。

フィリピンセブ島の小学校水洗トイレ工事

状況（２０１３年４月中旬）

修理前

修理後

修理前

修理後

男子トイレ、天井除いてタイル貼り

女子トイレ、便器には衝立ができる予定



親愛なるあしながおじさんへ （志水ひろみ様）

昔も学校へ行っていました。今も行っています。

明日からも行きます。今から学校へ行ってきます。

そして家に帰ります。毎日同じことを繰り返して

いましたが、今は少し違っています。学校に行っ

て、午後４時に帰ってきて、宿題をしています。

家に帰ったら家事をしています。

この２年間、勉強を一生懸命しました。一生懸

命勉強して学校で１番～４番の間の成績です。家

では電気が使えないので、ろうそくを使って勉強

しています。だからとっても疲れるんです。でも

今は経済的な問題と健康の問題は、解決できたと

思います。私は、望みを失っていません。なぜな

ら、それは解決不可能なことではないからです。

「世界の中で不可能なことはない」という古代中

国のことわざを、今は信じています。

学校での先生のように、また、テレビのニュー

スキャスターのようになりたいなぁと思っていま

す。この２つのことを仕事にするのは難しいです。

だから、能力があれば、活動的な仕事として、ど

ちらかを選びたいと思います。

私のお母さんは、メリー・フローレスという名

前です。お父さんは、ロゲリオ・フローレスとい

います。お父さんとお母さんは、私のことをとっ

ても愛してくれています。両親の経験の中で得た

多くの信念は、どんな問題でも解決できるという

ことです。弟（ロゲリオ・フローレス・ジュニア）

と妹２人（ジェシー・フローレスとロリエメ・フ

ローレス）の３人を、いつも助け、面倒をみてい

ます。私は家族をとても愛しています。私の友達

たちは、私にとても親切です。いつも私のそばに

いて私を助けてくれます。特に困っているときに

は、神様のように助けてくれたり、力を与えてく

れます。私が困っているときには、私の目になっ

たりしてくれます。

フィリピン市民として、フィリピンを尊敬して

いるし、そして愛してもいます。フィリピン市民

として、多くの義務と責任を果たしたいと思いま

す。

日本は、世界の中で、豊かで先進的な国の１つ

だと思います。技術ではとても進んでいて、国民

は、働く意志を持っています。そのことは、世界

の国々の中において、とても良いリーダーのよう

な国です。私のあしながおじさんは、私の生涯の

中で、最も愛情深く、責任感があり、誠実な方だ

と思います。私のような豊でない学生を助けてく

れる意志を持った、一番親切な方だと思います。

私のあしながおじさんは、何の見返りもなく奨学

金を与えてくれました。将来の私の生活が良くな

るように、手を差し伸べてくれました。

最近は、家で家族と一緒に夏休みを楽しく過ご

しています。私は奨学金を有効に使わせて頂いて

います。特に、学校の色々な教材、学用品、学校

で必要な費用に使っています。今は、歴史や文学、

百科事典、辞書などを読んでいます。そういう読

み物を通じて、どれだけ私が読書を好きになった

か想像してみて下さい。私は少し賢くなり、知識

が増えました。

「きらりん・レボリューション」は私が日本のア

ニメの中で、一番好きなものです。その中には、

愛情やロマンスがあります。そのアニメからは、

便器にはシャワー器具が付いています。

紙を使用しないで、便器と自分を洗浄す

るためです。

トイレ建屋の横には、大口の水栓を設置

しました。消防用水栓、庭の水撒用水栓

に活用できます。



学ぶべきことがたくさんあり、私のような１0 代

の子達の生活につながりがあるアニメです。

私の友達も私も、未来やここ数年の出来事につ

いて話をします。友達はとても良い子で、いつも

私のそばにいてくれます。友達とは、学校の先生

が私たちをどれだけ助けてくれているかというこ

とをよく話します。この夏休みはどこにも行けな

いんですが、家の中で過ごすことに満足していま

す。家にいることは、とても楽しいことです。辛

いことは、私の健康上の問題です。歯の病気にか

かってしまい、歯が痛いです。この病気を治すた

めに、１日４回薬を飲まなくてはいけません。

あしながおじさん、何度もあなたに感謝の言葉

を捧げたいです。あなたは、私にとっても大きな

恵みを与えてくれたとは思っていないと思います

が、私にとっては、とても大きなご支援です。も

しあなたにお会いできたら、とっても感激すると

思います。あなたにお会いできることを喜びに思

っております。そして、私の次の人へ、また奨学

金を与えて助けて下さる事を願っています。あな

たのなさった事に、とても感謝しています。

あなたに神様のご加護が、将来ずっとありますよ

うにお祈りしています。

最近の私の成績表をお送りします。（成績表略）

会長挨拶 名畑 豊君

会員誕生日 中島 泉君


