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会長
屋嘉比良夫君
新年あけましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。有難うござ
いました。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げま
す。
今年のお正月は気候にも恵まれ、皆様おだやか
な良い新年を迎えられた事と思います。謹んでお
慶び申し上げます。
本日は新年祝賀例会であります。今年も謡曲部
会の皆様に謡いをご披露頂きますが、今年は、も
うひとつのお祝事がございます。昨年秋の褒章に
我がクラブの会員であります｢塚本兼光｣君が名
ロータリー理解推進月間
例 １月２４日（金）
会 祝福
予 卓話 小島啓冶君
定
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卓話
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２０１４年１月１７日（金）第２１６９回（１月第２例会）
誉ある藍綬褒章の栄誉に輝きました。心よりお祝
い申し上げます。私共にとりましても名誉な事で
あり、かつ喜びで有ります。本当におめでとうご
ざいました。又会員には貴重な記念品を頂き誠に
有難うございました。心よりお礼申し上げます。
さて、新年平成２６年はどの様な年になるので
しょうか？今年は午年ですが、
午年は｢馬の尻下
り｣とか申しまして、
良くないイメージが有る様で
すが、昨年より株価は上がり続け、円安が進み、
長く続いたデフレ経済が徐々に回復に向い、アベ
ノミクスが浸透して来ている様に見受けられます
が…さて、今年はいかかでしょう…
４月より消費税が３パーセント上がり８パーセ
ントになります。この３％アップについては、私
は大変大きな事だと思っています。日本経済へ及
ぼす影響はどの様な事になるのでしょうか。難し
い経済の話など私には合いませんが。
いずれにしても私共ロータリアンにとっても良
い年にしたいものですが、どの様な年であろうと
も、
ロータリアンはロータリーの理想である｢超我
の奉仕｣の精神のもとロータリー活動を継続発展
して行かなければなりません。そして春日井 RC
創立４５周年記念の年を仕上げなければなりませ
ん。どうぞ会員皆様のご協力ご支援を心よりお願
い致しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
幹事報告
幹事
加藤久仁明君
第 7 回理事役員会報告 日時：2014 年 1 月 10 日
（金）審議内容
第 1 号議案：12 月一般会計報告承認の件
第 2 号議案：2014~2015 年度理事役員役職承認の
件

２月７日（金）
卓話 自己紹介
速水 敬志君
卓話 磯野俊雄君

２月１５日（土）
２月１４日例会変更
ＩＭ
ウェスティンナゴヤキャッスル
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第 3 号議案：親睦家族会日時承認の件
2014 年 5 月 16 日~18 日
第 4 号議案：セブ島あしなが事業第 2 期支援者追
加承認の件
追加支援者：加藤宗生君
第 5 号議案：フィリピン友好 2RC 記念品及びお
土産承認の件
2RC 記念品：¥30,000 円×2＝¥60,000 円
小学校生徒お土産：¥40 円×1,800 人＝¥72,000
円
その他：¥28,000 円 合計：¥150,000 円
上記審議事項すべて可決承認
◎例会変更の案内
愛知長久手
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出席報告
会員 56 名
先々週の修正出席

1 月 2８日(火) 1 月 2８日（火)

夜間から通常例会の為トヨタ博物館
１月２３日(木) １２月２３日(木)

会員増強例会の為
１月３１日(金) ２月１日(土) １７：３０

家族例会の為 ガーランズ
１月３０日(木) １月３０日(木)

災害教育事業の為 古知野中学

○新年祝賀の謡をさせていただきます。
北
健司君
○大勢の皆さんから年賀のご挨拶をいただき、あ
りがとうございました。私共服喪中でしたので、
ご挨拶を欠礼させていただきました。お許しくだ
さい。本年もよろしくご交際のほどお願いいたし
ます。
場々大刀雄君
○今年もよろしくお願いします。 近藤 太門君
小島 啓冶君
加藤
茂君
杉山 孝明君
小川
長君
速水 敬志君
青山 博徳君
○新年祝賀例会。
古屋 義夫君
○明けましておめでとうございます。塚本兼光君
の受賞を祝して。謡を聞ける喜びで。
磯野 俊雄君
伊藤
純君
梅田 英夫君
大橋 完一君
太田 弘道君
大畑 一久君
岡田 義邦君
岡嶋 良樹君
亀谷 鉦一君
風岡 保広君
河村 哲也君
志水ひろみ君
清水
勲君
社本 太郎君
宅間 秀順君
名畑
豊君
長谷川英輝君
林
憲正君
蓮野 美廣君
森田
誠君
松尾 隆徳君
山田
治君
山田 倫章君
和田 了司君
○本日はご協力ありがとうございました。
下半期も引き続きご協力をお願いいたします。
成瀬 浩康君

１月２４日(金) １２月２３日(木) 18：00

ＩＤＭの為 か茂免
１月２９日(水) １月２９日(水) １８：００

夜間例会の為 グランコート名古屋
１月３０日(木) １月３０日(木)

夜間例会の為 賓楽
１月２８日(火) １月２５日(土)

合同新年会の為
委員長
欠席 11 名
－

伊藤 一裕君
出席率 91.8%
－

塚本 兼光君 藍綬褒章受賞挨拶

ニコボックス報告
委員長 成瀬 浩康君
○新年明けましておめでとうございます。今年も
どうぞよろしくお願いいたします。４５周年を成
功させましょう。
屋嘉比良夫君
○新年明けましておめでとうございます。
加藤久仁明君
早川 八郎君
○一年の長い間休み、
大変迷惑をおかけしました。
本年もよろしくお願いします。
塚本 兼光君
○新春の塚本君のお祝いと新年例会に出席できた
喜びで。
山口 由起君
○塚本会員の受賞を祝して。また、本年もよろし
く。
貴田 永克君
春日井ロータリークラブより記念品授与

奨学生 No.3 Bernadettle Mitra ： 名畑 豊
2013 年 12 月

謡曲部会初謡「猩々」
シテ
ワキ
地頭
地謳

岡田義邦君
北 健司君
林 伸 氏（ゲスト）
峠テル子君

あしながおじさんへ
こんにちは。おじさんにとって今日も良い日であ
りますように！
～ 中略 ～
私が今一番望んでいることは、勉強を終えて、た
くさんの表彰を受け、良い成績で学校を卒業する
ことです。私は、将来は学校の先生になりたいと
思っています。そうすれば、自分の持っている知
識を子供たちに分け与えることができるからです。
私の両親は学校で食べ物を売る仕事をしていて、
私の学校生活を支えてくれています。
私の友達は学校のクラスメイトと、近所に住む子
たちです。彼女たちは、私の学校での活動をとて
もサポートしてくれています。私は彼女たちのよ
うな良い友達を持てたことに、感謝しています。
私たちは、好きな人のことや、最近あった出来事
などを話して毎日楽しく過ごしています。フィリ
ピン人として私が国に貢献できることは、法律を
守り、学校のアドバイザーや先生たちに対してい
つも礼儀正しくいることです。
日本についてですが、私は、日本は規律が取れた
人々が住む、
とても美しい国だと思います。
また、
第 2 次世界大戦後の復興の速さから、とてもパワ
ーにあふれた国だとも思います。私のあしながお
じさんは、慈善事業に力を入れていて、人々の役
に立つことを一番の目標にしている優しい人だと
思います。
2013 年の 10 月に、ここセブ島とボホール島で地
震が起きました。このマグニチュード 7.2 の地震
の後には、何千回もの余震が起き、私たちをとて
も不安にさせました。
地震が起きた 1 か月後には、
とても強い台風がビサヤ地方の中心部を襲い、タ
クロバンでは 5000 人もの人が亡くなりました。
私は、おじさんから頂いた奨学金をとても大事に
使いました。学校の授業料を支払い、制服と学校
で必要なものを購入しました。また、グループワ
ークがあるときに、私は時々お金を使います。私
は、自分の英語の教科書や百科事典、詩集を読ん
でいます。また、名探偵コナンやドラえもんなど
といった、日本のアニメが好きです。
私の学校の成績についてですが、いくつかの教科
は前よりも良い成績が取れましたが、逆に下がっ
てしまったものもあります。しかし教科全体の
75％は成績が上がりました。最初のテストでは、
私の順位は 13 番目でしたが、最近のテストでは
12 番目で、少なくとも順位は上がっています。学
校での課題は、
友達と協力しながら進めています。
～ 中略 ～
あしながおじさん、
本当にありがとうございます。

私はおじさんの幸せを願っています。メリークリ
スマス！そして良いお年をお迎え下さい。私はお
じさんが、私の勉強が終わるまで手助けして下さ
ることを願っています。最後に、おじさんと、お
じさんのご家族、友人のすべての方に神様のご加
護がありますように。

奨学生 NO.3 Bernadettle Mitra（名畑豊）
クリスマスカード
あしながおじさん、メリークリスマス。
お元気ですか？
今年のクリスマスを、おじさんが楽しく過ごされ
ることを願っています。
私はただ、おじさんがして下さった全てのことに
対して、感謝をお伝えしたいです。
私はあなたのような心優しい方に巡り合えたこと
を、本当に幸せに思っています。
おじさんとご家族の皆さんが、素晴らしい休暇を
過ごされますように・・・。
それでは、良いお年をお迎え下さい。
お体にお気をつけて！！！

※ 新規奨学生からお礼の手紙が届いています
奨学生 No.16 Harlene Lingaro：

あしながおじさんへ
あなたが、この奨学金制度のチャンスを与えて
くれて、私はとても幸せで、感謝の気持ちで一杯
です。私はハレーネ P．リンガロ、１４歳です。
私は 1999 年 11 月 29 日生まれです。私の家族の
状況はそれほど良くありません。私の父は運転手
で、
お給料は私たちにとって十分ではありません。
私たちは日々の食べ物や、学校にいくための交通
費や、時々学校で行事があるときなど、たくさん
お金が必要になり、そのためにお金を使う必要が

あります。でも、それにもかかわらず私たちには
お金が足りません。私を強くしてくれるものがあ
ります。それは私の家族がとても私を愛してくれ
ること、家族を幸せにすることです。そして学業
を修了させることが生活で一番大切です。私の趣
味は時々バドミントンをすることと TV を見るこ
とそして歌うことです。
私自身は真面目で、単純な女の子です。わたが誇
れることは私の家族です。そして弱点はたくさん
問題を抱えていることです。私の好きな教科はフ
ィリピン語で嫌いな教科は算数です。
すべてのクリスマスから新年の日々で、私は神
様に祈ります。私たちがもっと健康で幸せな家族
になりますようにと。私たち家族が抱える問題が
解決するように、一緒に毎週日曜日に教会に行き
ます。
本当にありがとうございます。

