
職業奉仕・米山月間

１０月１８日（金） １０月２５日（金） １１月１日（金） １１月２日（土）

祝福 卓話 山田 治 君 理事役員会 11：30 １１月８日変更

卓話 高木 修君 卓話 場々大刀雄君 クラブ協議会 13：30 福祉のつどい

例

会

予

定 卓話 足立治夫君 卓話 長谷川英輝君 サボテン鉢植 10 時

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 伊藤 純君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

・ROTARY SONG「われら日本のロータリアン」

・今月の歌 「故郷」

・ビジター紹介 屋嘉比良夫君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 屋嘉比良夫君

・卓 話 地区米山委員会 山田 直樹君

・卓 話 米山奨学生 陳 淑珮さん

・幹事報告 加藤久仁明君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

今月の歌

故郷の空

夕空はれて あきかぜふき

つきかけ落ちて 鈴虫なく

おもえは遠し 故郷のそら

ああわが父母 いかにおわす

先週の記録

会長挨拶 会長 屋嘉比良夫君

皆さん今日は、10 月の第一例会です。

9 月はガバナー補佐訪問例会で始まり、ガバナー

公式訪問例会で終わりました。先日の 3 クラブ合

同でのガバナー公式訪問例会では名古屋までお出

掛け下さいましてご苦労様でした。ありがとうご

ざいました。まずは 1 年の 4 分の 1、3 ヶ月が過

ぎました。早く感じるか遅く感じるかは人それぞ

れでありますが、私は…微妙です。

10 月はロータリーでは職業奉仕月間となります。

又米山月間でもあります。来週 11 日の第二例会

２０１３年１０月１１日（金）第２１５７回（１０月第２例会）

では、尾張旭RC の地区米山委員会の委員｢山田直

樹｣君をお迎えして｢米山奨学事業の実状｣とのテ

ーマで卓話をお願いしています。米山奨学事業に

付いては色々と感心の有る方もみえると思います

が、米山事業の実状を詳しく聞く事が出来るので

はないかと思います。楽しみにしています。

本日は、職業奉仕月間に因み職業奉仕に付いて何

か話そうと思い、研修資料・マニュアル等読んで

みましたが、職業奉仕は範囲が広く、深く、私に

は難しく話としてまとまりませんので皆さんに話

す事が出来ませんが、職業奉仕と言うと｢4つのテ

スト｣が頭に浮かびます。連想します。・真実かど

うか・みんなに公平か・好意と友情を深めるか・

みんなのためになるかどうかです。

この 4つのテストの由来や解釈は皆様方も良くご

存知と思いますが、私は初めてこれを知った時、

あ！これだ！｢職業奉仕｣は｢4 つのテスト｣なんだ。

と深く感じ、感銘を受けました。｢4 つのテスト｣

を実践する事によりロータリーでゆう職業奉仕に

つながるのだと私は思いました。少々単純でしょ

うか？

何はともあれ職業奉仕に関する理解を深めて行き

｢4 つのテスト｣を実践して行きたいと考えており

ます。よろしくお願い致します。ありがとうござ

いました。

幹事報告 幹事 加藤久仁明君

第 4回理事役員会報告

日時：2013 年 10 月 4 日（金）

審議内容

第 1号議案：8 月 9月一般会計報告承認の件

第 2号議案：第 1 回指名委員会日程メンバー承認

の件



第 3 号議案：福祉のつどいサボテン事業予算

承認の件¥350,000 円

第 4 号議案：例会変更の件 11 月 22 日(金)を 11

月 23 日(土)AM10:00 に変更します。場所：春日

井市緑花植物園 (45 周年記念事業ニュートン林

檎の木の植樹式の為)

第 5 号議案：親睦活動委員会ゴルフ事業予定承認.

の件

11 月 21 日(木)9：00 スタート春日井 CC 西コース

上記審議事項すべて可決承認

① ワールド、フード+ふれ愛フェスタ

チケット購入 2,000 円／枚

2013 年 11 月 2 日(土)~11 月 4 日(月)

場所：栄 久屋大通公園

② 春日井市ケローナ訪問団歓迎会

10 月 20 日(日) 18：00～

場所：ホテルプラザ勝川 2F 出席義務者：幹事

加藤久仁明君

③ 第 36 回実践体験分発表会 10 月 26 日(土)

13：30～ 場所：春日井市総合福祉センター

出席義務者：副会長 太田弘道君

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 東 １０月２１日(月) １０月２２日(火) 18：00

ＲＣ 夜間例会の為 八勝館

一 宮 中 央 １０月２３日(水) １０月２３日(水)

ＲＣ 合同ゴルフコンペの為 関カントリークラブ

名古屋名北 １０月２３日(水) １０月２３日(水)

ＲＣ 合同夜間例会の為 アパホテル

一 宮 北 １０月２５日(金) １０月２６日(土)

ＲＣ 家族会の為 未定

津 島 １０月１８日(金) １０月１９日(土)

ＲＣ 記念式典の為 文化会館

名 古 屋 北 １０月１８日(金) １０月１７日(木) 18：00

ＲＣ ＩＤＭの為 か茂免

名古屋丸の内 １０月２４日(木) １０月２４日(木) 15：30

ＲＣ 家族会の為 市民会館

犬 山 １０月２２日(火) １０月２２日(火)

ＲＣ 職場例会の為 航空自衛隊

愛知長久手 １０月２２日(火) １０月２２日(火)

ＲＣ 例会場都合の為まちづくりセンター

◎ビジター紹介 会長 屋嘉比良夫君

○名古屋守山ＲＣ 河本 力君

出席報告 委員長 伊藤 一裕君

会員 54 名 欠席 11 名 出席率 88.9%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.3%

ニコボックス報告 委員長 成瀬 浩康君

○例会へ参加させていただいて。 河本 力君

○先日の３RC 合同のガバナー公式訪問例会ご苦

労様でした。 屋嘉比良夫君

○久し振りの参加です。いろいろとご心配をお掛

けいたしましたが、今後とも宜しくお願いします。

中島 宗幸君

○１１月２日（土）の例会、福祉の集いでのサボ

テンよせ植え体験教室への参加、宜しくお願いし

ます。 和田 了司君

○卓話をします。 名畑 豊君

○卓話、ありがとうございます。 峠 テル子君

○朝・夕涼しくなりましたネ！！ 近藤 太門君

○豊田大和キッズこども園新築工事の入札が近づ

きました。予定価格で落札されることを祈ってい

る今日この頃です。 小川 長君

○卓話を聞ける喜びで

足立 治夫君 浅井 瀧治君 青山 博徳君

磯野 俊雄君 伊藤 一裕君 梅田 英夫君

岡田 義邦君 岡嶋 良樹君 亀谷 鉦一君

加藤久仁明君 加藤 茂君 風岡 保広君

河村 哲也君 加藤 宗生君 貴田 永克君

北 健司君 小島 啓冶君 志水ひろみ君

清水 勲君 社本 太郎君 宅間 秀順君

中川 健君 新美 治男君 野浪 正毅君

早川 八郎君 長谷川英輝君 林 憲正君

蓮野 美廣君 古屋 義夫君 森田 誠君

山田 治君 杤本 正樹君

○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君

卓話 名畑 豊君

本日は春日井ロータリーの４５周年事業の概要に

関して卓話をさせていただきます。主な事業は下

記の５項目になります。

1. サボテン鉢植え大会（11月 2日（土）開催）

2. ニュートンのリンゴの木（11 月 23 日（土）、

植樹式）

3. 第 2次あしながおじさんプログラム

第 2次奨学生の面接は 1０月に行なう。

第 1次の奨学生は 2013 年水洗トイレ寄贈式にて

あしながおじさんとの面談を行なう。

4. 水洗トイレ寄贈式

2014 年 2月 16日（日）から 19日（水）にセブ島

にて開催

セブロータリー、マニラサンマルセリーノロータ

リークラブとの友好ロータリーの締結

5. 記念式典

2014 年 4月 11日（金） 開催

ロータリーの奉仕活動は １、クラブ奉仕 ２、

職業奉仕 ３、社会奉仕 ４、国際奉仕です。こ

の数年は、５番目の新世代が追加になり、５大奉



あしながおじさ

ん：屋嘉比 良夫

あしながおじさ

ん、こんにちは。

お元気ですか？

私はとても元気です。この 2 ヶ月、私は夏休みで

した。今回の手紙では、私がどのように夏休み過

ごしたのか、おじさんにお話したいと思います。

おじさんが私の手紙に退屈しなければいいのです

が…。

この夏、私は掃除や洗濯、弟たちの世話など、

お母さんのお手伝いをしました。私は兄弟たちと

一緒に、いとこの家で夏休みを過ごしました。私

は家を出発する前に、自分の部屋をキレイに掃除

しておいたのでお母さんに怒られることはありま

せんでした。いとこの家には数週間滞在しました。

その間、いとこの家の家事を手伝ったり、お気に

入りのテレビ番組を見たりして過ごしました。私

がすごく楽しかったことの 1 つは、セブ島のオス

ロブにあるビーチに行ったことです。私は初めて

このオスロブのビーチへ行きました。ビーチまで

はすごく遠かったのでバスに乗って行ったのです

が、バスから見える景色がとてもキレイだったの

で退屈しませんでした。ビーチに着いたとき、私

たちは海で泳ぐことにすごくワクワクしました。

なぜかというと、水が透き通っていてとてもキレ

イな海だったからです。私たちは 1 日中泳いで楽

しい時間を過ごしました。泳いだ後はとても疲れ

ましたが、すごく楽しかったので全然問題ありま

せん。私はまたいつかこのビーチに行けたらいい

な、と思っています。また、私たちはダンバタヤ

ンという所にも行きました。ダンバタヤンもとて

もキレイなところでした。

いとこの家やビーチなどで楽しい時間を過ごした

後は、家のお手伝いや弟たちの世話をしたり、お

気に入りのテレビ番組であるアニメやドラマを見

て過ごすなど、普段の生活に戻りました。

学校が始まる数週間前に、学校で必要なものを

買いに行きました。新学期の直前は、たくさんの

人が買い物に来てお店がとても混雑するので、混

雑を避けるためにできる限り早い時期に買い物に

行きました。新学期が始まる前、私は少し緊張し

ていましたが、学校へ行くのが楽しみでもありま

した。新しくクラスメイトになる子はどんな子な

のか少し不安でしたが、また学校で友達に会える

ことがとても楽しみでした。今もうすでに学校は

始まっています。私は新しいクラスがとても気に

入りました。新しい友達もできました。今までの

友達とも、放課後に一緒に遊んだり、ランチを一

緒に食べたりなど、仲良くしています。私の誕生

日には、クラスメイトと友達が「ハッピーバース

デー」の歌を歌ってお祝いをしてくました。私は

すごく嬉しかったので、お祝いをしてくれた友達

たちに感謝しました。学校の授業が始まってから、

宿題や課題などやることがたくさんありましたが、

私はそれら全部をきちんとやり終えました。また、

私はもっと数学を勉強したかったので、数学のク

ラブに入部しました。

今フィリピンは梅雨の時期ですが、そんなこと

は私が学校に行かなくて良い理由にはなりません。

私は雨がひどい日でも学校へ行きたいと思ってい

ます。なぜなら、私はもっとたくさん勉強したい

ので、授業を休みたくないからです。私は一生懸

命勉強をしています。私は 100％勉強に集中して

いるので、クラスで 1 番の成績を維持することが

できています。

今のところ、おじさんにお話しすることは以上で

す。それではおじさん、良い一日をお過ごし下さ

い。そして神様のご加護がありますように。

あしながおじさん：清水 勲

わたしのあしながおじさんへ、『こんにちわ！』今

日は、わたしの誕生日です。この手紙を元気に読

んでくれるとうれしいです。少し宛先住所を間違

えてしまいましたが、前回の手紙は受け取っても

らえましたか、読んでいただけたでしょうか？

さて、あしながおじさんは健康に気を付けていら

っしゃいましたか？そうだと願っています。

私の生活はここ数か月の間少し情緒的で、少し悲

惨で、少し緊張を強いられるものでした。おわか

りになりますか？でも、おかげさまで直面した困

難や障害を乗り越えました。

私の学校生活は少し変化しました。授業は難しく

なってきましたが、おかげさまで、まだついてい

けています。ここ数か月は、やらなくてはならな

い課題があるので、家に帰るのが少し遅くなって

ます。でもありがたいことに、殆ど家にかえるの

が夜中になるときは、いつでもいとこが私を待っ

ていてくれます。

あしながおじさん、正直いいますと今私が一番欲

しいものは物質的なもの、つまりインターネット

接続なのです。ご存じのように中古ですが、私た

ちはパソコンを持っていますが、インターネット

接続されていないのです。調べ物や宿題に利用で

きればいいのに、とてももったいないと考えます

（ため息）とはいえ、まあいいかなって思ってい

ます、少なくとも私の愛するみんなが健康で幸せ

なのですから、感謝しなきゃいけないです。

あしながおじさん、ここ数日将来どんな仕事に就

きたいかってことを考え続けて、少し混乱してい

アンジェリカ R.プエルト

グレイセル・ジョシーB・ワミルダ



ます。数か月前に、私はオフィスで働くような人

になりたいと言って、決めていました。他の選択

肢やすべき仕事について考えたら、すこし混乱し

てしまったのです。でも今、再び決めました。い

い仕事だと思います。オフィスで働く、もしくは

秘書のような事務員になるという考えでいきます。

私の家族は元気です。私たちは問題に直面し、些

細なことで争っていますが、そのおかげで、私た

ちは強くなり、お互いにより愛し合うようになり

ました。神様に感謝します。私の友達は以前のま

まです。１、２週間喧嘩をしても、お互い仲直り

し以前より親しくなります。

フィリピンの市民として、私はまだ自国のために

本当に大きなことを成し遂げる能力はありません。

ただ家族のように国に忠誠を誓い、愛することだ

けです。また、私は年少の学生や人達のよいお手

本になれるよう努めています。

日本は私の夢の場所です。この足を踏み入れるこ

とがあるのなら、わたしのお家、可能なら第二の

家にします。素敵な景色、美しく知性にあふれ創

造的な人々が暮らしていて、申し分ありません。

そして、そう、私の最高の夢は、桜の花が咲いて

いる時期に日本にいくことなのです。

前の手紙みたいに、私はまだあしながおじさんが、

お爺さんって想像をしています。どうか怒らない

でください、わたしはあなたを、とっても・とっ

ても・とっても大きな心をもったお爺さんって想

像してるのです。

最近、一人の教科担任が私を含むクラスのほぼ半

数を叱りました。それは、彼女が外に出なさいと

指示した時に、そうしなかったからでした。「あな

た達みんな今日は０点よ！」というようなことを

彼女が怒って言ったとき、一人のクラスメートが、

面白おかしく彼女のまねをしました。彼女はそれ

を聞いて激怒し、本当に狂わんばかりでした。彼

女は私たちに、誰がまねをしたのか問いただしま

したが、誰がやったのか知らなかったのか、怖く

て話すことができなかったのかわかりませんが、

誰も何も言いませんでした。そのことがもっと彼

女を怒らせました。そこで、教室から出ていかな

かった生徒は７５（非常に悪い評価）とし、まね

をして彼女の名誉を傷つけた生徒がいるかどうか

は気にしませんと言いました。喜ばしく幸運なこ

とに、彼女の気持ちは数週間後にやさしくなり、

私は心の重荷を取り除くことができました。（彼

女のクラスで７５というひどい評価だったときに、

いったいどんな結果が待ち受けているかというこ

とを考えるといつも泣けてきましたから。）

奨学金基金を利用して学校で使う必要なものはす

べて購入しました。そして残っているお金は、私

たちが直面する家計の財政問題の少しの助けにす

るためすべて母にあげました。あしながおじさん、

本当にありがとう。世界に貴方のような方がいて

くれて本当にうれしいです。

あしながおじさん、私は英語の本や小説を読んで

います。具体的には、「クレオパトラ・王家の日記

Ⅶ」です。ギリシャの神々や王女様の人生の物語

ならどんなものでも、特にアニメは本当に引き付

けられます。そして、これは良い習慣なのではな

いかと思っています。英語の読み書き、読解や会

話について理解し、能力伸ばすことに役立ってい

ますから。最近、「ソードアート・オンライン（日

本のアニメ）」と「ロミオとジュリエット」を見て

います。特に「ソードアートオンライン」は、と

てもスリルがあって興奮します。ああ、私はこの

アニメのキャラクターが大好きなんです、特に「ア

スナ」が。彼女になりたいわ。

私は今回の成績等級分けで、いくつかグレードが

上がるかなって思っています。（願望）でも、確か

なのは、社会（学科）は私の記憶は老人向けなの

で昇級するってことです。そして、みんな知って

るように社会（学科）はたくさん関連して暗記す

ることありすぎて、死にそうなりますーなんて冗

談ですよ。時々わたしは、本当に大げさにいいす

ぎてしいます。友人と私は、私たちの苦難につい

て、先生が与えた厳しい処分、そして私たちの人

生に何が起こるのか話します。

本当のことをいうと、あしながおじさん、私は気

が合った時しか彼女達と話しません。彼女達は本

当に多くのことを話す人達で、わたしは端っこで

聞き、意見があれば口出しし、同時に本を読んで

いる人なのです。

最近楽しいのは、本や小説を読むことです。本を

読むと幸せな気持ちになり、時には本当に頭痛が

します。悲しかったのは、2 日前に本を読み終え

たときで、ハッピーエンドではなかったからです。

なにか本当に動揺しました。以上がご報告でした。

私の手紙は少し、いやとっても退屈でしょうに、

あしながおじさん、読んでくれてありがとう。手

紙を出すのが遅くてごめんなさい。お体にいつも

気を付けて、心の一番深いところからお礼申し上

げます。いつも神様のご加護がありますように。

愛をこめて。

この写真は

8/17 の校内

対抗試合での

学内の写真で

す。私は”ミ

ス校内対抗”

の候補で、準

ミスに選ばれました。そして P.E ユニフォームの

部では 1 番でした。（重要ではないと思いました

ので、手紙の本文にはかきませんでした）



仕になりました。一番目のクラブ奉仕は、ロータ

リーの運営を表しています。親睦、プログラム、

ロータリー財団などを含んでいます。会計、会場

などの委員会もこのクラブ奉仕の活動になります。

２番目の職業奉仕は、自分の職業を通じて奉仕活

動をするものと私は考えています。この職業奉仕

は、キリスト教のプロテスタントの考えから来て

いると思います。プロテスタントは仕事を通じて、

神の教えに近づくことができるというものだと私

は思います。ですからその思想を理解することは、

日本人としては難しいのではないのでしょうか。

ロータリー会員のメンバーは仕事の内容が異なり

ます。会員、それぞれの奉仕活動があって当然だ

と思います。３番目の社会奉仕ですが、私は社会

が良くなり、住みやすくなることだと単純に考え

ています。これを満足させることが、社会奉仕と

考えています。４番目の国際奉仕ですが、ＲＩは

ポリオ撲滅や、グローバル資金の活用などが、メ

インになっているようです。また、米山奨学金制

度も国際奉仕活動になると思います。最近追加に

なった新世代は、健全なる青少年を育成すること

を目的としています。春日井ロータリーは、春日

丘高校のインターアクトクラブを、名古屋空港ロ

ータリー、名古屋城北ロータリークラブと合同で

支援をしています。春日丘インターアクトクラブ

は、愛知県内最大のメンバー数になっています。

春日井ロータリー４５周年の事業を、ロータリ

ーの奉仕活動に分類してみると次のようになるの

ではないかと思います。

１、 サボテン鉢植え大会。社会奉仕、新世代に

なります。サボテンは春日井市のシンボルです。

サボテンの鉢植えに参加した子供達は春日井市に

対して、郷土愛を持つことになります。また、鉢

植えは、子供達に、植物などの育成の大切な気持

ちを植えつけることになります。今年の鉢植え大

会には、春日丘高校のインターアクトクラブも、

応援に来てもらえます。第１回の昨年度の鉢植え

大会（春日井社会協議会が運営する「福祉のつど

い」のイベントのひとつの事業として、春日井ロ

ータリーが運営しています。）は、鉢植え数は２０

０個でした。春日井福祉協議会からもこのイベン

トは好評であったと評価されました。昨年度は、

午前中に、２００鉢を消化してしまいました。本

年度は、５００鉢を用意しています。鉢植え大会

の作業面積も、昨年度と比較して、３倍近いスペ

ースをいただきました。春日井ロータリーは、こ

の大会を例会扱いとしています。

２、 ニュートンのリンゴの木。これも新世代に

なります。子供達に科学する心を育成します。春

日井市にニュートンのリンゴの木がある限り、子

供達に夢を与えることになります。春日井市から

遠く離れて住むことになっても、あのリンゴの木

はどうなったかと思い出すのではないでしょうか。

このニュートンのリンゴの木は、昨年度ロータリ

ーの友に、東北地方のロータリーのニュートンの

リンゴの木の植樹に関しての記事が掲載されてい

ました。愛知県のロータリーでニュートンのリン

ゴの木に関することは聞いたことがありませんで

した。（後日知ったことですが、岡崎市の小学校で

ニュートンのリンゴの木を育成していることが分

かりました。この事業は、すべての岡崎市の小学

校にニュートンのリンゴの木を育成する予定との

ことです。）インターネットでニュートンのリンゴ

の木を調べたら、東京大学付属小石川植物園にあ

ることが分かりました。本年度加藤幹事に相談し

たら、丹羽秀樹衆議院議員が、文部省の政務官に

就任したので東京大学へ問い合わせてもらうこと

になりました。早速、議員から返事が来て、東京

大学の植物園とコンタクトが取れました。小石川

植物園に、ニュートンのリンゴの木の苗木をいた

だけるように相談に行きました。簡単に担当の職

員は、苗木を分けてもらえることになりました。

しかし、問題がありました。苗木をどこで育成す

るかの問題です。ある会合で、春日井市長とお会

いする機会がありました。春日井市長に相談をし

たところ、春日井市の植物園で育成することが決

まりました。春日井市は今年、市制７０周年を迎

えます。その７０周年の記念事業として、取り上

げてもらうことになりました。後は、春日井市が

すべて段取りをしていただけました。ここで問題

になったことは、春日井ロータリーが企画したこ

とを、春日井市の事業となってしまったことです。

春日井市はニュートンのリンゴの木の看板を作成

することになりました。この看板に加藤幹事は異

議を申し込みました。この看板の文言の中に、春

日井ロータリーの名前が無いからです。加藤幹事

は看板に関して春日井市と交渉を行いました。

「設立４５周年を迎える春日井ロータリークラブ

のご尽力で」の文言を入れてもらうことになりま

した。その条件として、春日井ロータリーは看板

作成費用を拠出することになりました。植樹式は

２０１３年１１月２３日（土）になりました。こ

の植樹式には例会変更として、春日井ロータリー

は参加することになっています。

３、 あしながおじさんプログラム。国際奉仕に

なります。また、外国の子供達に奨学金を支給し

ますから、国際的な新世代奉仕になります。フィ

リピンの中学生の奨学生に、日本という国を考え

てもらい、親日的な土壌を育成します。彼女たち

が母親になったとき、奨学生の子供達に日本のこ

とを話してくれるのではないでしょうか。２０１

４年２月に水洗トイレの寄贈式を行います。その

ときは、あしながおじさんの事業は１年半以上に

なります。そして、第１次のあしながおじさんと、



フィリピンの中学生との奨学生の面談を計画して

います。多くの奨学生の手紙には、あしながおじ

さんはどんな人という文章があります。奨学生は

ぜひ会ってみたいという希望を持っています。彼

女たち奨学生は、奨学基金を出してくれるあしな

がおじさんにとても感謝をしています。そして、

奨学生の手紙には、あしながおじさんの健康をと

ても心配してくれます。（ロータリーのメンバー

がおじさんではなく、おじいさんと理解している

ようです。また、あしながではないことは確実に

理解しています。）第１次のあしながおじさんにお

願いします。どうか水洗トイレの寄贈式に参加し

ていただき、自分の奨学生と面談してください。

１０月後半に私がフィリピンを訪問します。第２

次の奨学生、８名を選抜します。８名を選抜して、

その場で第２次の奨学生に最初の奨学金を授与し

ます。そのとき第１次の奨学生８名に、２年目の

最初の（奨学生にとっては３回目の奨学金の授与

になります。４回目の最終の奨学金の授与は、水

洗トイレの寄贈式の来年の２月になります。）奨学

金、５０００フィリピンペソ授与します。このプ

ログラムが開始したのは１年前になり、当時は円

高でした。１年目は２万円をフィリピンペソに交

換すると、１００００フィリピンペソでした。春

日井ロータリーのあしながおじさん、８名には、

年間２万円を２年間お願いする予定でしたが、今

年の円安のために、奨学生に５０００フィリピン

ペソを２回、支給すると２５０００円が必要にな

ります。第２次のあしながおじさんプログラムの

８名を、この訪問で決定することを予定していま

す。第２次のあしながおじさんは最初から、年間

２５０００円の負担になり、２年間で５００００

円の奨学基金になります。

４、 水洗トイレの寄贈。フィリピンの小学校に

水洗トイレを寄贈します。これは、社会奉仕、国

際奉仕、新世代に含まれます。また、もっと大き

く考えるならば職業奉仕にもなります。フィリピ

ンの子供達が努力をして、財を成したとき、彼ら

がこの水洗トイレのことを思い出し、自分の郷土

に奉仕することを考えてくれるかもしれません。

小学校の水洗トイレは２０１３年７月に完成しま

した。今は、もう小学校で利用されています。寄

贈式までにはまだかなりの時間があります。利用

してもらったほうが良いと思います。もちろん寄

贈式の時には清掃をお願いしています。水洗トイ

レを建設していただいた、業者の話では、小学生

は水洗トイレに誇りをもっています。また、セブ

島一番の小学校トイレと自慢しているとのことで

す。協力してくれたロータリークラブとの友好ロ

ータリーの締結を考えています。友好ロータリー

は、姉妹ロータリーと異なり何の規則、規制もあ

りません。姉妹ロータリーと違って、５年毎の契

約更新の義務もありません。フィリピンの二つの

ロータリーと友好ロータリーの締結を考えていま

す。春日井ロータリーはカナダのケローナロータ

リーと友好ロータリーとなっています。しかし、

春日井ロータリーとしてはなんら具体的な活動を

していません。本来、この水洗トイレの寄贈を計

画したときに、国際ロータリーから、グローバル

資金の活用を考えていました。グローバル資金を

活用するためには、現地のロータリーとの協力が

必要でした。現地のロータリーとの協力が条件に

なっていました。ですから、フィリピンの二つの

ロータリーとのコンタクトを取り、二つのロータ

リーに事業内容を説明して、二つのロータリーか

ら協力を頂くことができました。しかし、グロー

バル資金の活用を考慮する前に、水洗トイレの工

事を着工することになりました。着工をした事業

に対して、グローバル資金の活用はできないと、

日本ロータリーに指摘されました。これは残念な

がら、春日井ロータリーの情報不足でした。しか

し、協力をいただいたことにたいしては春日井ロ

ータリーとしては感謝しなければなりません。こ

の水洗トイレ寄贈式には、二つのロータリーも参

加していただけるとのことです。ここで、寄贈式

をどんな形で挙行するかという問題に直面しまし

た。そこで、この水洗トイレに看板を取り付ける

ことにしました。その現物を本日、持参しました。

看板を取り付ける、代表として、春日井ロータリ

ーの会長、小学校のある市（リノアン市）の市長、

小学校の生徒代表に看板の取り付けネジをしてい

ただくことに決めました。

５、 記念式典。２０１４年４月１１日（金）に

開催予定です。記念式典の具体的な進行方法は今

後、４５周年実行委員会で決める予定です。

以上が春日井ロータリー４５周年記念事業の概

要です。会員皆様のご協力とご支援をお願いいた

します。

卓話 名畑 豊君


