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理事役員会 11：30～ 卓話 休会 祝福 
春日井警察署員表彰 小川 長君  卓話 伊藤正之君 
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予

定 卓話春日井警察署長夏目佳明氏    
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本日のプログラム 
           司会   伊藤  純君 
・点 鐘            屋嘉比良夫君 

・ROTARY SONG 「我ら日本のロータリアン」 

・今月の歌      「銀色の道」 

・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 
・職場例会   トヨタ博物館 

・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

今月の歌 

銀色の道 

     遠い遠い   はるかな道は 

     冬の嵐が   吹いてるが 

     谷間の春は  花が咲いてる 

     ひとりひとり 今日もひとり 

     銀色の    遥かな道 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

◎例会変更の案内 

名古屋守山 ３月１３日(水) ３月１３日（木)  

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名 古 屋 北 ３月１４日(金) ３月１３日（木)１８：００ 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

瀬 戸 ３月１２日(水) ３月１３日（木）１８：００ 

   ＲＣ ＦＳＭの為 グレイセル 

犬 山 ３月１１日(火) ３月１１日（火)  

   ＲＣ ＳＡＡ担当例会の為大縣神社 

２０１４年２月２８日（金）第２１７５回（２月第４例会） 

 

名古屋名北 ３月１２日(水) ３月１３日（木)１８：００ 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名 古 屋 東 ３月１７日(月) ３月１８日（火)１８：００ 

   ＲＣ ＩＤＭの為 八勝館 

愛知長久手 3月 11日(火) 3月 11日（火) 

   ＲＣ ＩＭの為名古屋東急ホテル 

名古屋アイリス ３月１日(水) ３月１３日（木)１８：００ 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

羽 島 ３月１１日(火) ３月１１日（火)  

   ＲＣ 例会場都合の為 羽島学園 

 

出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 58名 欠席 20 名 出席率 72.5%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.5%

 

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君 

○４５周年記念事業のメインでありますフィリピ

ン、セブ島での事業全て滞りなく遂行して参りま

した。出席いただいた皆様方には心より、心より

感謝申し上げます。又、クラブよりの全面的なご

協力ご支援誠に有難うございました。ロータリー

の友情に感謝いたします。    屋嘉比良夫君 

○全員フィリピンから帰国できました。楽しい寄

贈式を行うことができました。フィリピンでの注

意事項として腹を壊さないことが大切です。 
名畑  豊君 

○セブ島に行かれた皆様ご苦労様でした。 
清水  勲君 

○祝福を受ける喜びで。     宅間 秀順君 
岡嶋 良樹君  林  憲正君  小川  長君 



○祝福の皆さんおめでとうございます。 
近藤 太門君 

○写真展始まっております。清水屋さんの４階ま

でお出かけください。      場々大刀雄君 
○写真展が出来る喜びで。    北  健司君 
○会長ご苦労様でした。     蓮野 美廣君 
○参加できることに感謝します。 河村 哲也君 
○本日もよろしくお願いします。 速水 敬志君 
○セブ島ご苦労様でした。祝福の皆さんおめでと

うございます。 
浅井 瀧治君  伊藤 一裕君  梅田 英夫君    

太田 弘道君  岡田 義邦君  亀谷 鉦一君    

加藤  茂君  風岡 保広君  加藤 宗生君  

貴田 永克君  小島 啓冶君  志水ひろみ君      

社本 太郎君  峠 テル子君  中島 宗幸君      

野浪 正毅君  早川 八郎君  古屋 義夫君

森田  誠君  山田 倫章君   
○ご協力ありがとうございます。次週職場例会は

引落しとさせていただきます。  成瀬 浩康君 
 
セブＲＣ帰国報告    名畑  豊君 

 

シャワートイレ寄贈式の挨拶 
春日井ロータリー屋嘉比会長挨拶 

 
皆さんおはようございます。私たち１４名は、

日本の中央にある春日井市から来ました。私は、

春日井ロータリーの会長をしています、屋嘉比と

いいます。 
本日、私たちは皆さんのシモンアユーダ小学校に、

水洗トイレを寄贈するために遠い、遠い日本から

来ました。 
この水洗トイレは春日井ロータリーとセブロータ

リー、マニラのサンマルセリーノロータリーが協

力して、完成することができました。 
ロータリーの基本は奉仕の活動です。この水洗ト

イレも奉仕の精神です。水洗トイレの寄贈により、

日本とフィリピンがより友好的になることを希望

しています。そして、皆さんがたくさん勉強をし

て、立派なフィリピン国民になることを望みます。 

ＰＴＡ代表挨拶 
皆様、本日の特別な日にようこそいらっしゃい

ました。 
英雄というものは自分の事を顧みず、とても寛大

で、自分が受けることよりも他人に施すことを重

視し、そして他人の事を非常に深く思いやる事が

出来る事をいう。（聖書からの引用） 
本日ここに集まった人々は、我々の夢、人々の寛

容さ、というものが実現されるのを一緒に目撃す

る事になると思います。瀬川夫妻がこの小学校の

近くに土地を購入してくださり、結果として３つ

の RC でトイレを寄付することになったのは、ひ

とえに神の導きによるものです。今回の事がこれ

で終わるのではなく、これからも我々の関係が続

くことを祈っております。 
この地方自治体（リロアン市）、PTA と並んで非

常に重要なパートナーだと考えております。 
そして本日のめでたき日を迎えるにあたって、

我々は優しい心とスマイルで皆様を歓迎したいと

思います。 
心の底からありがとうございます。 
 
フィリップ ジャコボ 
サンマルセリーノマニラ RC 会長挨拶 
サンマルセリーノマニラ RC 会長のフィリップ

です。本日は７人の会員と一緒にセブにやってき

ました。 
国際奉仕担当の瀬川氏と一緒にこの式典に参加で

きることを大変光栄に思います。 
学校のトイレや施設を綺麗に保ち、生徒たちが勉

強に励めるようにするのは、我々の使命であり、

RC の奉仕の一環だと思います。 
本日寄付するトイレが今後も綺麗に保たれ、メン

テナンスされる事を望みます。 

 
ロビン オング セブ RC 会長挨拶 
名誉ある市長、各 RC の会長の皆様、生徒のみ

なさん、おはようございます。 
本日のこのイベントは私にとって驚きに満ちたも

のでした。セブアノ出身の自分が Arcelo 
Memorial National High School に来る時に迷っ

てしまいました。このSimeon Ayuda Elementary 



School に来るのは、さらに驚きでした。ここに小

学校がある事を初めて知りました。春日井 RC が

来なかったら、小学校の存在は一生知ることはな

かったと思います。 
この小学校の存在を教えてくれた春日井 RC、サ

ンマルセリーノマニラ RC には感謝いたします。 
生徒のみなさんは、春日井 RC の１４名の皆様が

わざわざ日本から来てくださった事を名誉に思っ

て頂きたい。そして、我々の RC にとっても奉仕

の精神を実際に発揮するまたとないチャンスを与

えてくださり、ありがとうございました。 

 
ベロニカ カバフ校長先生挨拶 
春日井 RC の皆様、セブ RC の皆様、サンマルセ

リーノマニラ RC の皆様、とても若くていつもサ

ポートしてくださる市長、バランガイ（最小行政

地区、村みたいな所）の役員の皆様、本日は参加

してくださり、本当にありがとうございます。 
今回の水洗トイレの寄付を Siemon Ayuda 
Elementary School を代表して、ありがたく受け

させて頂きます。 
そして、トイレのメンテナンスは我々がしっかり

やっていくことを約束します。 
また、今度もご協力を宜しくお願いします。 
 
ビンセント・デユーク リロアン市長 
ここの生徒の皆さんはみんな綺麗な顔をしてい

ます。教えている先生が綺麗な顔をしているから、

よく似ているのでしょう。 
私は若いころから教育というものがいかに大切か

というのは、常々考えておりました。 
実際に父が１９９２年にリロアン市の市長だった

ころ、６才の自分と７才の姉は、アメリカに留学

させられました。子供はもちろん、親にとっても

家族と別れて暮らす事は非常に大きな決断だった

と思う。これから考えても私の家族、自分自身が

いかに教育に重点をおいているかを理解して頂け

るかと思います。 
２００７年に私が市長になった際、教育に重点

をおこうと考えたのは自然な事でした。 
市長になって教育に力を置いてきた成果としては、

２００８年にはリノアン市が援助する奨学生が８

８人しかいなかったのですが、今では１１００人

を超えています。リロアン市の奨学金制度で一番

重点をおいているのは、大学生への奨学金制度で

す。統計では１０人に１人しか大学に進学してい

ません。原因としては、資金不足で大学に進学出

来ていないのが一番原因です。このため、リロア

ン市はそれをサポートする事を一番の重点におい

ています。 
また、リロアン市では、先生の給料の改善を図

りました。先生の給料は、２００７年のでは３５

００ﾍﾟｿ／月だった。今では１２０００ﾍﾟｿ／月ま

で増やしました。そのために、 
他の地区に比べて給料が高い為、他の地区からリ

ロアン市の学校の先生になりたいという問い合わ

せが増えました。今挙げた先生の給料の改善と奨

学金制度の改善は、私が７年間やってきた教育の

変革の一例です。 
リロアンの生徒の人口が増えています。教育省

と先生たちの協力によって、増加に伴って校舎を

増やし、先生を増やして、教育の質を落とさない

ように頑張っています。 
私の教育の変革はさておき、今回の水洗トイレの

寄贈は私のやってきた変革に沿っています。今後

も良きパートナーとして宜しくお願いします。 

 
児童代表（ロメル コルテス） 
小学校の生徒を代表してみなさんに感謝したし

ます。我々はとても祝福された気分でおります。 
皆様に水洗トイレを寄付して頂き、とても感謝し

ています。 
春日井 RC、セブ RC、サンマルセリーノマニラ

RC の皆様、今回の水洗トイレは我々の夢を実現

するのに大変役立つものになります。 
ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友好クラブ締結式 セブロータリー 

 

友好クラブ締結式サンマルセリーノロータリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地新聞に水洗トイレ寄贈が紹介されました 


