
ロータリー財団月間 
１１月２３日（土） １１月２９日（金） １２月６日（金） １２月１３日（金）

11 月 22 日変更 卓話 理事役員会 11：30 祝福 
ニュートン林檎の木植樹式 地区職業研修チーム委員長 年次総会 卓話 

例

会

予

定 春日井植物園 10 時 福田 哲三君   
  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 「四つのテスト」 

・今月の歌     「北帰行」 

・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話    杤本 正樹君  和田 了司君 

・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

 

今月の歌 

         北帰行 

      窓は    夜露にぬれて 

      都     すでに遠のく 

      北へ帰る  旅人ひとり 

      涙流れて  やまず 

 

今月の祝福 

会員誕生日 
 9 日 中島 宗幸君   21 日 長谷川英輝君 
18日 加藤 将人君    30日 山田 倫章君 

 

 夫人誕生日 
 8 日 伊藤 正之君・君子さん 
12日 名畑  豊君・ゆかりさん 

13日 森田  誠君・尚美さん 

15日 林  鑛三君・時子さん 

19日 伊藤  純君・隆子さん 

26日 社本 太郎君・富志さん 

28日 高木  修君・洋子さん 

２０１３年１１月１５日（金）第２１６２回（１１月第３例会） 
 
結婚記念日 
11 日 近藤 太門君 
 

先週の記録 

会長挨拶      会長   屋嘉比良夫君 

11 月 1 日（金）の定例会、そして翌日の 11 月 2
日（土）の「春日井市政 70 周年記念、第 33 回福

祉の集い」に春日井ＲＣは、協賛致しまして、11
月 8 日（金）の例会日を変更しての 2 日続きの例

会となりました。皆様、ご苦労様でした。 
当日は 9 時より報告会とかミーティングがあり、

9 時 30 分よりオープニングセレモニーが開催さ

れました。ご来賓挨拶には、伊藤 太市長様を始

め、市議会議長様、県議会議員様のご挨拶の後、

協賛団体等の代表を春日井ＲＣが務め、一金壱拾

萬也の目録を読み上げて贈呈して参りました。 
10 時からは皆さんと一緒に春日井ＲＣ45 周年記

念の一環として、サボテン鉢植え大会を体験し、

ボランティアの皆様やロータリーメンバーの皆様

に頑張って頂き、目標の 500 鉢を午前中に鉢植え

をし、完配する事が出来ました。当日は天気にも

恵まれ大勢の参加者にも恵まれ、滞りなく成功裏

に終了する事が出来ました。特に社会奉仕委員会

の皆様、本当にご苦労様でした。 
 また、今回の運営にご支援ご協力下さいました

ＲＣの皆様、本当に有難うございました。最後に

なりましたが、「後藤サボテン様」のご協力ご支援

を心より感謝申し上げまして挨拶とさせて頂きま

す。 



 
幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

 

◎例会変更のお知らせ 
名古屋アイリス １１月２７日(水) １１月２４日(日)  

   ＲＣ 地区大会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

名古屋城北 １１月２６日(火) １１月２４日(日)  

   ＲＣ 地区大会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

名古屋清須 １１月２６日(火) １１月２４日(日)  

   ＲＣ 地区大会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

名古屋丸の内 １１月２１日(木) １１月２１日(木) 18：30

   ＲＣ 夜間例会の為クレストンホテル 

名 古 屋 北 １１月２２日(金) １１月２４日(日)  

   ＲＣ 地区大会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

名古屋守山 １１月２０日(水) １１月２４日(日)  

   ＲＣ 地区大会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

 
出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 55 名 欠席名 30 出席率 44.4%

先々週の修正出席  ―   ― 

 

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君 

○福祉のつどいに参加して 

青山 博徳君  古屋 義夫君  伊藤  純君 

加藤久仁明君  近藤 太門君  森田  誠君 

名畑  豊君  杤本 正樹君  加藤 宗生君 

屋嘉比良夫君  大橋 完一君  太田 弘道君 

社本 太郎君  清水  勲君  志水ひろみ君 

峠 テル子君  岡嶋 良樹君  宅間 秀順君 

山田 倫章君  山田  治君  和田 了司君 

成瀬 浩康君  松尾 隆徳君  大畑 一久君 

 

福祉のつどいサボテン鉢植え大会 

 
実行委員長へ助成金目録贈呈 



 

 
 
 
フィリピンセブ島での報告事項 

       ４５周年実行委員長 名畑 豊 
 
２０１３年月１０月２３日（水）から１０月２７

日（日）まえフィリピンセブ島の訪問をしました。

その報告を致します。 
 
１、 第２次あしながおじさんの奨学生８名の選

抜と第１次あしながおじさんの奨学生への２年目

の奨学金の支払い 
残念ながら、両方ともにできませんでした。そ

れはセブ島から４０キロ離れたボホール島で地震

が発生しました。発生は１０月１５日午前８時で

す。この地震による、死亡者は１００人以上と言

われています。セブ島でも被害がありました。マ

グニチュードは７.1 といわれています。ちなみに

東日本地震のマグニチュードは 9.0 です。どの記

事を見ても震度の表示はありません。セブ島付近

では地震の発生は少なく、地震に対しての対策を

検討しているひとはほとんどいません。セブ島で

も余震が１日数回あるとのことでした。しかし、

私がセブ島を訪問したときには、余震を感じたこ

とはありませんでした。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ボホール島での被害 
この地震の余震を恐れて、学校はすべて閉校にな

りました。１１月６日までとのこと 
です。閉校のためにあしながおじさんの選抜も、

奨学金の支給もできませんでした。 
今後の予定としては１２月ごろの訪問を計画して

います。 
 
２、 セブロータリーの例会参加（１１月２４日） 
 セブロータリーの例会に参加しました。今回の

目的は ひとつは来年、２月１７日に行なわれる

セブ島小学校への水洗トイレ寄贈式の説明と参加

依頼です。もうひとつは、セブロータリーと春日

井ロータリーとの友好ロータリーの提携の確認で

す。両方ともに、了解の回答を得ることができま

した。 
もうひとつの大きな事業が追加になりました。こ

の例会において１０万円の地震の支援金を渡しま

した。支援金の寄贈は、私が屋嘉比会長にフィリ

ピンから電話をして、了解を得た行動です。もし、

春日井ロータリーの理事会において、この支援金

が否決された時には、屋嘉比会長と私が半分ずつ

負担しようと決めました。おかげ様で、理事会で

の承認をいただき、ニコボックスとカゴを回すこ

とが承認され、不足分は、春日井ロータリーが支

出することで、１０万円の支援金を集めることが

できました。セブロータリーのメンバーは大変喜

んでいただきました。春日井ロータリーへの信頼

は大きくなったと思います。 

 

セブロータリーへの支援金の授与  

 

 

３、 小学校の校長先生との打ち合わせ 
 １１月２４日の午後、セブ島小学校の校長先生

と面談することができました。校長先生は、前回

お会いした校長先生ではなく新任の校長先生でし

た。閉校になっていましたがなんとか現地で連絡

を取っていただき、面談することができました。

今回の目的は、春日井ロータリークラブからの水

洗トイレの寄贈式の日程と式次第の確認、また寄

贈式に必要な段取りの打ち合わせです。寄贈式に

は装飾などの費用が発生します。その費用として

校長先生に２万フィリピンペソ（日本円で４万７

０００円くらい。）を渡しました。 

 
 

 

 

 

      
 
 
 
 

中央にプレートが入る 

 

 

 

 

 

 

 

 
        女子トイレ  

 

 

 

 

 

 

 

 

男子トイレ 


