
ロータリー親睦活動月間 
６月２０日（金） ６月２７日（金） ７月４日（金） ７月１１日（金） 
ＩＤＭ 18 時～ 休会定款６－１ 理事役員会 11：30 クラブフォーラム 
ホテルプラザ勝川  クラブ協議会 13：30  

例

会

予

定   全員協議会  
  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  「奉仕の理想」 

・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 
・祝 福   
・卓 話    峠 テル子君  松尾 隆徳君 
・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

 

今月の歌 

故郷 

うさぎ追いし かの山 

      小鮒つりし かの川 

      夢は今も  めぐりて 

      忘れがたき  故郷 

  今月の祝福 

会員誕生日 
2日 山口 由起君    7日 杉山 孝明君 

12日 大橋 完一君      13日 加藤久仁明君 

21日 小島 啓冶君 

 

夫人誕生日 
1日 大畑 一久君・三千代さん 

1日 加藤 将人君・三奈さん 

21日 蓮野 美廣君・ヒロミさん 

 

結婚記念日 
6日 中川  健君 

 

２０１４年６月１３日（金）第２１８８回（６月第２例会） 
 

アテンダンス表彰 

１２ヶ年     社本 太郎君 

先週の記録 

会長挨拶      会長   屋嘉比良夫君 

早いもので本年度、最終月の６月に入りました。

今日を含めて残るは３例会で、６月２０日の IDM
（インフォーマルディスカッションミーティン

グ）夜間例会で最後となります。この一年間何も

解らない私を会長として担でくれましたが、ハシ

ゴを外されることなく皆さんに支えて頂き、力添

えを頂きなんとかやってこれました。 
心よりお礼申し上げます。ありがとうございまし

た。 
少々早いですがこの一年をおおまかに振り返りま

すと、国際ロータリー会長の「ロンD バートン」

氏の RI テーマの『ロータリーを実践し、みんな

に豊かな人生を』の発信で始まりました。そして

それを受け我がクラブ方針を「ロータリアンとし

て世界・地域に奉仕しよう」と致しました。そし

て４つの重点目標を揚げました。 
１、 ロータリーの規律を保ち楽しもう。 
２、 奉仕の原点を勉強して実行しよう。 
３、 ４５周年記念事業を会員一丸となり遂行し

よう。 
４、 会員増強、純増５名以上を達成しよう。 
の４点でありましたが皆さんのご理解を得、ご協

力とご支援と励ましを。そして、ロータリーの友

情を頂きましてなんとか目標に向かってやってこ

れたのではないかと思っています。本年度は創立

４５周年でもあり特に幹事の加藤久仁明君、45 周

年実行委員長、直前会長の名畑君を始めとした理

事役員の方々には絶大なる支えを頂きました。心 



から感謝申し上げます。また何かと励ましの言葉、

ロータリーの友情を与えて下さいました会員の皆

様には誠に有難く心よりお礼を申し上げます。 
クラブ会長として至らぬ点は多々有ったと思いま

すが、自分が一番気になっていたのは会長挨拶で

有ります。話の内容の薄い支離滅裂な挨拶が多か

った事と思います。申し訳なく思っていますが所

詮、鍛治屋の親父が話す挨拶です。こんなもんで

して「これが俺らの精一杯」でありました。どう

ぞロータリーの友情を持ってご理解を頂きたく思

って居ます。 
今日が最後ではなく６月一杯が任期です。「終わ

り良ければ全て良し」と申します。どうぞ２０日

の IDM を本年度の集大成としておおいに語り合

い、おおいに飲み合い、おおいに親睦を深め合い、

楽しい終後の例会にしたいと思っています。どう

ぞ今年度最後のご協力をお願い致します。 
 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

第 12 回理事役員会報告  
日時：2014 年 6 月 6 日（金）審議内容 
第 1 号議案：5 月一般会計報告承認の件 
第 2 号議案：林鑛三君・浅井龍治君退会届承認の

件 
第 3 号議案：次年度年会費承認の件¥320,000 円 

祝福費¥10,000 円 
上記審議事項すべて承認可決 

 

◎例会変更の案内 

名古屋清須 ６月２４日(火) ６月２４日(火)  

   ＲＣ 例会場都合の為  

名古屋千種 ６月２４日(火) ６月２４日(火) １８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為  

名 古 屋 東 ６月３０日(月) ６月３０日(月) １８:００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

瀬 戸 北 ６月１７日(火) ６月１９日(木)  

   ＲＣ 夜間例会の為 喜楽梅むら 

 
◎例会休会のお知らせ 
○犬山ＲＣ  ６月２４日（火）は休会 

 
出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 58 名 欠席 17 名 出席率 82.6%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.4%

 

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君 

○川本正之先生の卓話を聞く喜びで。よろしくお

願いいたします。       屋嘉比良夫君 
○川本先生、今日は本当にありがとうございます。 
                峠 テル子君 

○加藤幹事の代理をさせていただきます。すみま

せん！！           近藤 太門君 
○なかなか出席できなくてすみません。気持ちは

あるのですが・・・嫁の誕生日のお花をありが

とうございました。      加藤 将人君 
○ドラゴンズ交流戦首位を祝って。青山 博徳君 
○川本先生の卓話を聞く喜びで。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  太田 弘道君    

岡田 義邦君  岡嶋 良樹君  亀谷 鉦一君    

加藤  茂君  風岡 保広君  加藤 宗生君  

貴田 永克君  北  健司君  小島 啓冶君    

志水ひろみ君  清水  勲君  杤本 正樹君  

宅間 秀順君  名畑  豊君  長谷川英輝君    

林  憲正君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君  

古屋 義夫君  森田  誠君  松尾 隆徳君    

山田  治君  山田 倫章君  和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君 

 

卓話             川本 正之氏 

「八田與一技師」について 

当地春日井市にゆかりのある、八田與一技師につい

てお話します。八田與一の子孫（長男の奥様と子供・

孫）が春日井市内に住まわれている。台湾は、東日

本大震災の時、即座に義捐金を 250 億円も集め被災

地日本へ送ってくれたのである。人口 2500 万人の国

である。 

八田與一は、明治 19 年金沢市に生まれ、明治 43 年

東京帝国大学土木科を卒業し、日本が日清戦争で

勝利して統治していた「台湾」の総督府土木局に就

職した。台湾は九州程の大きさで四面海に囲まれ、

降雨は即座に海に流れ出た。従って、耕作地は洪水、

旱魃、塩害の３重苦に農民は悩まされていた。そこで、

與一は農民のために灌漑用水を生みだす、烏山頭
うざんとう

ダム（フィルダム）L＝1300m、H=55m、V=600 万立方

メートルを造り、彼は平野（15 万 hl）を３区域に分けて

嘉南の人が等しく水の恵みが受けられるように「３年

輪作給水法」を考えた。この工事は大正９年に着工さ

れ、転圧機のない時代にフィルダムを、ポンプを使っ

て水締めする工法で施工した（セミ・ハイドロリックフィ

ル工法であった）。 

 



昭和５年、世界で３番目の巨大なダムは完成し、不毛

の大地は台湾最大の穀倉地帯に変貌し、60 万農民

が救われた。昭和 17 年５月彼は軍の命令でフィリピ

ンの灌漑調査のため大洋丸に乗り込み、東シナ海で

アメリカ軍潜水艦の魚雷を受けて沈没した。台湾の

人々は日本式の墓を作って埋葬し、今なお５月８日

の命日に「嘉南 大  
たいしゅう

の父」と仰ぎ墓前祭（追悼式）

が毎年行われている。 

 
台湾の李登輝元総統は、日本の慶応義塾大学で講

演し八田與一を紹介、台湾の農民がどれだけ裕福に

なり、感謝しているかを述べた。さらに今の日本人は

自信を失なっている。皆さんの偉大な先輩、八田與

一のような方々をもう一度思い出してもらいたいと。ま

た、統治時代日本語の教育で、この春、旭日双光章

に輝いた蔡焜燦
さいこんさん

さん（87）は台湾歌壇代表だ。台湾

にはその他、俳句・川柳を詠む人が多い。蔡さんは、

日本の若者に「国難の地震（なゐ）と津波に襲はるる

祖国護れと若人励ます」と詠んだ。さらに「親日家」な

らぬ「愛日家」と称するだけあって、若い日本人には

日本文化、歴史に関する博覧強記ぶりを披露してや

りこめた後、「食事の礼として、君は祖国を愛しなさ

い」と語る。現在も日本の新聞、テレビはかかさずチ

ェックし、内容に一喜一憂する。 

 

 

 

 

 

 

あしなが奨学生からの手紙 

親愛なる宅間秀順さま 2014 年 5月 1日 

こんにちは、あしながおじさん！ついに、私はあ

なたがどんな方か知ることが出来ました。貴男は

とても格好いい男性です。私が「おじさんはどん

なルックスですか？」と質問したときに、私が思

い描いていたお姿と、とても近かったです。その

質問は『良い質問』ではないですよね、あはは。

とにかく、あなたがこちらに要ら者ることが出来

な状況だということは理解しています。私は、そ

れでもあなたを知ることができて、とても嬉しい

です。たとえ送っていただいた写真だけでも、無

いことに比べればずっと素晴らしいです。 
私は、あなたが私の人生に現れたことを、神様に

も感謝しています。あなたは、神様の賜れた恵み

を、たくさん私に届けてくれました。そしていた

だいた贈り物はとっても素晴らしいです。わたし

はとってもとってもとっても！気に入っています。 
あなたのお孫さん達はとっても可愛いですね！！

本当にあなたみたい。でも私が気になる子は、あ

なたがベビーカーで連れていらっしゃる子です。

この子は男の子かな？なんてかわいいらしい坊

や！私はこの子の頬をつねっちゃいたいです、今

すぐ！あなたはとてもすてきな表情ですね。 
わたしは、決してあしながおじさんのことを忘れ

ません。いつの日か、お会いできることを今でも

願っています。お体にお気をつけて、幸運が来ま

すようにそしてあなたとご家族に神様のご加護が

ございますように。大好きです。 
 愛をこめて シオベエ アチマナ 

 
 



あしながおじさんへ ＃７ 加藤 久仁明君 

2014 年 4月 30日 

こんにちは、あしながおじさんお元気ですか？お

元気でいらっしゃることを祈っています。ご心配

なく、私も元気ですよ。私たちは 2 カ月の休暇を

丁度今とっています。そして私はおじさんにお知

らせしたいことがあります。幸運にもわたしは、

学校全体のトップ 20 になりました。わたしはメ

ダルを２つもらい、一つは学術に関して、もう一

つは SSG
サービス賞

に関してで

す。おじさ

んが、わた

しの成し遂

げたことを

自慢に感じ

てくれるこ

とを願って

います。今

回の受賞は

おじさんや

私の家族に、

私は誇らし

く感じてい

ます。 
ご存じのように、先の 2014 年 2 月 17 日、私はお

じさんに会えるのでとてもワクワクしていました

が、おじさんはいらっしゃいませんでした。でも、

大丈夫です。なぜなら、おじさんの奥様が出席し

てくれたので、とても幸せな気持ちになったから

です。心のすべてを込めて、奥様に感謝したいで

す。本当に、奥様が私に会うためにご努力いただ

いたことはよく分かっています。奥様は本当にお

綺麗で、私にとても良くしていただきました。ど

れだけ奥様と一緒にいる時間をどうやったら延ば

せるのかと望んだことか！奥様は奥様とあしなが

おじさんの思いでの品として、贈り物を持ってき

ていただきました。どうか、奥様にいつかまたお

会いしたいということをお伝えください。それは

とても不可能であるということは分かっています。

なぜなら奥様はとても遠いところにいらっしゃる

から。でも、私は本当に本当にそう願っています。

もちろんおじさんもご一緒ですよ。おじさんの人

間性に、大きな援助に、すべてのことに感謝しま

す。あしながおじさん、この感謝のお手紙は、私

が送る最後の手紙になります。私の家族に代わっ

て、おじさんへの感謝の気持ちを表したいです。

私は本当にこうした機会を与えてくれて感謝して

います。そう、私たちは貧乏ですが、私はまだ学

校へ通えていて、それはおじさんのおかげなので

す。私が夢と人生の目的を追いかけることを可能

にしてくださり、ありがとうございます。おじさ

んは私の日々の生活の一部で、私はわたしを援助

してくださる人を遣わせてくださった神様にとて

も感謝しています。本当にお会いして、感謝の気

持ちを直接お伝えしたいです。＃７のあしながお

じさん本当にありがとうございました。 
どうかお体にお気をつけて。おじさんのような、

少年の心を持ち続ける方は、全知全能の神様から

全ての恵みを賜るでしょう。私は、決しておじさ

んを忘れません。そしてこの奨学金を正しく使う

ことをお約束します。私は勉強を続け、人生の私

の夢に手が届くように私の最善を尽くすことをお

約束します。 
 
ありがとうございました。神のご加護があります

ように！ 
あしながおじさん、寂しくなります！    

愛をこめて  ジャネン ラアグ 
 
 
 
 
 
 


