
ロータリー財団月間 
１２月６日（金） １２月１３日（金） １２月２０日（金） １２月２７日（金） 
理事役員会 11：30 祝福 年忘れ家族会 休会 
年次総会 卓話 風岡保広君 マリオットアソシアホテル  

例

会

予

定  卓話 成瀬浩康君 17 時 30 分受付 18 時例会  
  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 
・会長挨拶           屋嘉比良夫君 
・卓 話 地区職業研修チーム委員長   福田 哲三君 

・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 

先週の記録 

 

会長挨拶      会長   屋嘉比良夫君 

本日の「ニュートンのリンゴの木」の植樹式に

は大勢の皆様方にご参加頂きました事を心よりお

礼申し上げます。私は今ここに来賓者の挨拶とし

て立たせて頂いていますが、私は来賓者とは少々

立場が違いますので、その辺を少しお話させて頂

きます。 

我々の所属する春日井ＲＣは、本年度で創立４５

周年を迎えます。その記念事業の一環と致しまし

て、我が町に何か残せる物はないかと、考えてい

ました所、「ロータリーの森」で何か出来ることは

ないだろうかという提案が有りました。 

２０１３年１１月２９日（金）第２１６４回（１１月第５例会） 
 

私共、春日井ＲＣは、ふれ合い緑道の中に「ロー

タリーの森」を持たせて貰っています。ふれ合い

緑道の八田町の新興橋西 300ｍ前後にあります。

今から２０年前のＲＣ２５周年記念事業として、

全国のＲＣにお願い致しまして、４７都道府県の

県木や市木を送って貰い、植樹致しました。それ

から丸２０年経ちましたが、気候や風土の違いも

有り、根付いた樹木と根付かなかった樹木が有り、

現在は当時の約半分程の３０本程になってしまい

ましたが、その後も色々な木の植樹や、整備、手

入れなどを行って参りました。 

そして、その「ロータリーの森」に植える記念に

なる樹はないだろうかと探していた所、「東京大

学理学部付属小石川植物園」の「ニュートンのリ

ンゴの木」が条件を満たせば頂けると知り、早速、

さきほど御来賓の御挨拶を賜りました、地元選出

の丹羽秀樹代議士にお願いし、早速アポイントを

取って頂きました。そしてすぐに前年度の当クラ

ブの会長に東京まで出向いて頂き、交渉をして頂

きました。その折には、小石川植物園としては接

木をする枝木を来年の２月頃にお分けするとのご

返事を頂きました。 

ここまでは春日井ＲＣ独自で企画運営を進めて参

りましたが、春日井ＲＣとしては樹木に対しては

素人ばかりで、接木する技術や知識等無く育てる

のは困難です。貴重な枝木を枯らす訳にはいかな

いので、春日井市の緑化植物園である程度、苗木

になるまで、育てて頂けないかと、伊藤 太 春

日井市長様にお願い致しました所、快くお引き受

けして下さいました。誠にありがとうございまし

た。 

そして、早速、春日井緑化植物園より小石川植物

園に接木の仕方やリンゴの種類等、専門的な仕事 



を尋ねて頂いた所、「春日井ＲＣ創立４５周年と

春日井市政７０周年の共同記念事業であれば「苗

木」を贈りましょう。」との事になり、本日の運び

となりました。春日井市様には本当に有難うござ

いました。心より感謝申し上げます。 

愛知県春日井市は日本のリンゴの木の育つ最南端

の土地だそうで、リンゴの木とは、とても縁が深

いと感じております。この「ニュートンのリンゴ

の木」を春日井市の中心の「ロータリーの森」に

植樹することで、春日井市民の皆様に楽しんで頂

き、「子供たちに夢を与え科学する心を育てる」と

いう東京大学理学部付属小石川植物園の目的に沿

うためにも、多くの子供たちに見て頂くのが本来

だと思いましが、この「ニュートンのリンゴの木」

がこの地、「グリーンピア春日井」に根付きました

ら子供たちの良き教材になると共に、春日井市民

の心の拠り所になる事を確信し、春日井市政７０

周年と春日井ＲＣ創立４５周年の共同事業とさせ

て頂く事になりました。 

長くなりましたが、ニュートンのリンゴの木」が

春日井市に来た経緯をお伝え致しました。 

この後、ロータリークラブが用意致しました記念

植樹のプレートの贈呈と植樹式を、行いますので、

皆様のご協力をお願い致します。 

「本日は、何かとお忙しい中、御参加頂きました

市民の皆様、及び春日井ＲＣの皆様方、誠に有難

うございました。 

 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

 

◎例会変更のお知らせ 
名 古 屋 北 １２月１３日(金) １２月１３日(金)17：30 

   ＲＣ 家族会の為 東急ホテル 

一 宮 １２月１２日(木) １２月１２日(木)  

   ＲＣ 家族会の為 名鉄ニューグランドホテル

愛知長久手 １２月９日(月) １２月９日(月) １８：００

   ＲＣ 例会場都合の為 商工会議所 

名古屋名北 １２月１１日(水) １２月１４日(土)  

   ＲＣ 家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

津 島 １２月１３日(金) １２月１４日(土) ： 

   ＲＣ 家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

◎ビジター紹介   会長   屋嘉比良夫君 

○瀬戸ＲＣ       加藤 太伸君 

○犬山ＲＣ       牧野 武彦君 

○名古屋空港ＲＣ    太田 武彦君 

 

出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 55 名 欠席 32 名 出席率 40.7%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率 96.4%

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君 

○ニュートンのリンゴの木植樹式に参加して。 
足立 治夫君  青山 博徳君  伊藤  純君 
伊藤 一裕君  加藤  茂君  風丘 保広君 
小島 啓冶君  近藤 太門君  名畑  豊君 
太田 弘道君  岡嶋 良樹君  古屋 義夫君 
社本 太郎君  森田  誠君  峠 テル子君 
宅間 秀順君  和田 了司君  屋嘉比良夫君 
山田 倫章君  加藤久仁明君  北  健司君 
成瀬 浩康君 
セブＲＣからの手紙 
春日井ロータリークラブ 

屋嘉比 良夫 様 

セブロータリークラブ 

Robin s. Ong 

約１年前、私達の地域は地震と恐ろしい台風によ

って、広範囲に渡り大変な被害を受けました。今

年には再びマグニチュード 7.2の地震が発生し、

その１か月後の２０１３年１１月８日には「ヨラ

ンダ」という大きな台風が私たちに襲いかかりま

した。 

 私たちが受けた被害は広範囲に渡っており、地

域のほとんどが一掃されてしまいました。 

何百万人もの人々が住む家をなくし、飢えと渇き

に苦しんでおり、医療救助が必要です。 

 被害を知ったあらゆる国や地域のロータリーク

ラブの会員の方々が、早急に支援金を送って下さ

いましたが、悲しいことに、地震の被害よって起

きた問題を解決するには、その寄付金だけではま

だ十分ではありません。 

 国からや国際的な救済活動は現在も続いていま

すが、十分な速さではありません。私たちがいる

この地域のロータリークラブのネットワークを通

じれば、政府やＮＧＯ団体、国際的な援助活動と

連携しながら、より早く支援を供給することが可

能です。 

 地域とセブロータリークラブを代表して、春日

井ロータリークラブの方々に、痛ましい被害を受

けた地域を住みやすく整備するための、私たちの

復旧活動への御協力をお願い致します。 

 もし以下の私達のクラブの銀行口座を通して経

済的な支援を頂けるなら、深く感謝申し上げます。

私たちは寄付して頂いた金額すべてを、台風ヨラ

ンダで被害を受けた方への援助の為に、有意義に

使わせて頂くことをお約束致します。 

銀行口座は下記の通りです。 

銀行：Bank of the Philippine Islands  

支店：N. Bacalso Branch 

住所：G/F, Boy Scout of the Phil. Building, N. 

Bacalso Ave. Cebu City 6000. Cebu, Philippines 

 

口座名義：Rotary Club of Cebu 



口座番号：9054-0046-45(US Dolar  Account) 

スウィスト・コード：BOPIPHMM 

敬具 

 
No.4 長谷川 英輝君 

 
 
あしながおじさんへ 
 こんにちは、またお手紙でお話しできてうれし

いです。私はそんなに賢くないですが、こんな機

会がもてて幸運です。私の学位等級はそれほど悪

くはないですが、もっとよくなるよう心がけてい

ます。私は朝 6 時 30 分から 7 時の間に学校に行

き、するべきことが何もなければ夜 8 時から 8 時

30 分に眠ります。夜更かしはとても良くないこと

なので、本当にしたくないのです。恥ずかしいの

ですが、私は学校の礼拝にも出席したいのです。

毎朝 7 時に決まって始まります。 
今、私は携帯電話、私個人の携帯電話が欲しい

です。私の両親はしつこく禁止していますが、わ

たしには今、責任があるので、携帯を持つことを

納得してもらうよう説得し続けています。でも、

いつでも彼らは「まだ金額が安くない」といいま

す。 
将来私は会計士か人的資源管理者になりたいです。

私はまた、どんな進路を選択するか決めています。

しかし、家族のことについていえば、彼らを支え

るための機会を選択することになりそうです。友

人とはしばしば考えを共有し、お互いに食べ物や

音楽で繋がっています。でも家族については、両

親は私を誤解しています。今私は「価値があるな

にか」という言葉がどういうことか理解していま

す。私たちのキリスト・カトリック教の先生は、

「すべての搾取に関して、人は神様の尊厳を保つ

良い行いができる」とおっしゃいました。 
フィリピン市民として、私たちは我が国で法を

遵守しなければなりません。丁度、ここ２・３週

間に議論の対象となっている優先開発支援資金

（ポークバレル）の問題のように、その目的は実

際、議員の地元地域に素晴らしい計画をつくるこ

とですが、そのいくつかは利己的なのです。これ

らを実施する過程においては書類作成が必要です

が、そこではお金が”偽の NGO”へ行くことに

なっているのです。あまりに馬鹿にしたような話

なので、税金や不埒な政治家にお金を納めるため

に働いていた国民の何人かは、すべて自分自身の

ためにお金を使うようになってしまうでしょう。

あなたの国と違い、フィリピン人という人々はと

りわけ危険です。実際、あなたがフィリピン人と

会うと、きっと不安になるでしょう。何人かは信

用できる人もいると思いますが、できないひとも

います。日本はとても規律正しい国だと思います。

わたしは行ったことがありませんが、身近な人で

日本に仕事の契約でいったことがある人からは、

とても素敵な国だと聞きました。とても規律正し

い国民でしたと。 
 私は想像し、いつも感じています、あなたがと

っても豪勢な方だと。そして、夢を持ち続ける学

生を援助するとても優しいこころの持ち主だと。

でも、夢を持っていなかった私にも、あなたは手

をさしのべ、私自身の夢に目覚めさせてくれまし

た。私は、私だけが援助を受けているわけでない

と知っていますが、あなたを忘れることはできな

いと保証します。あなたは私の人生に、素晴らし

い思い出をくれました。わたしの忘れられない人

です。私は本当に失われないことを希望していま

す。気にしない人もいますが、私は本当に幸運で

す。 
あなたとの幸運の一方で、私はおばあさんとの不

幸にみまわれました。あなたが私に手を差し伸べ、

そして一人が失われたのです。糖尿病を患ってい

た私のおばあちゃんは、亡くなりました。もう彼

女に会うことができないことが、とても悲しいで

す。おばあちゃんはなくなりましたが、勉強やお

金のせいで、おばあちゃんに会いに行くことがか

ないませんでした。 
私は、奨学金を正しく使っています。すでに、

学校の必需品や雑多なものを６月にそろえるため

に使用しました。私は時々本を読み、一番したい

のは物語を書くことです。そして、「名探偵コナ

ン」や「きらりんレボリューション」を見るのが

好きです。 
私の学科成績は上がりました。その科目は技術

家庭、価値教育、英語、音楽、美術、保健体育、

フィリピン語です。 
数学と科学は下がってしまいましたが、それらも

まだ確実に合格店ではあります。学校では、殆ど

の友達と勉強や周囲の人々についての考えを共有

しています。 
あなたがあなたでいることで、もっと成功できま

す。忍耐強く目標を追いもともめてください。 
わたしの思い出を忘れられなく素晴らしいもの

にする、これは人生における機会です何人たりと

も奪えません。神のご加護を 
 



 
 
 
 

 
ニュートンのリンゴの木植樹式 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
国際ロータリー 第 2760 地区大会 

 2013 年 11 月 24 日（日）ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

                      

 


