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春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

 

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・今月の歌     「夏の思い出」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・家族会   ナゴヤドーム 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

夏の思い出 

夏がくれば 思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧の中に うかびくる 

やさしいかげ 野のこみち 

みずばしょうの花が さいている 

夢みてさいている 水のほとり 

しゃくなげ色に たそがれる 

はるかな尾瀬 遠い空 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

地区からの連絡 
WFFF（ワールドフードふれあいフェスタ）への協

力要請１１月の 1・2・3 日の三ヶ日間開催、この

WFFFを「日本のロータリーの日」と位置付け、全

国のＲＩの関係者がイベントを視察に来ます。 

 

２０１４年７月２５日（金）２１９３回（７月第４例会） 

 
第一回 青少年奉仕委員長会議が開かれます。 
９月７日（日）15：30～キャスルプラザ 4Ｆ 
鳳凰の間  
出席義務者 青少年奉仕委委員長 中川健君 
ロータリー財団月間（１１月）に地区委員の卓話

依頼が来ています。社本委員長、プログラムの宅

間委員長と相談して下さい。 
「愛知ロータリーＥクラブ」が誕生し、この２０

日に認証式が行われます。 
Ｅクラブの所属はこの東尾張分区になり 11～12
クラブになります。 
来年の 3 月２１日に「ライラセミナー」が開催さ

れます。 
青少年奉仕委員長中川健君、お願いします。 
 

◎例会変更の案内 
名 古 屋 丸 の 内 ８月７日(木) ８月４日(月)  

   ＲＣ 家族例会の為 青森ねぶた祭り 

あ ま ８月４日(月) ８月４日(月)  

   ＲＣ 早朝例会の為  

犬 山 ８月５日(火) ８月７日(木)  

   ＲＣ 夜間例会の為 台湾歓迎例会 

名古屋名駅 ８月６月(水) ８月６日(水) 

   ＲＣ 納涼ビアパーティーの為アサヒビール

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 56名 欠席 20 名 出席率63.7% 

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率100% 

 



ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○祝福の皆様本当におめでとうございます   

加藤久仁明君 
○祝福を頂きましてありがとうございます。 
                志水ひろみ君 
○祝福を受ける喜びで      近藤 太門君 
○祝福を頂きありがとうございます。 
                山田  治君 
○会員誕生祝いを受けて     加藤  茂君 
○誕生祝ありがとうございます。 古屋 義夫君 
○祝福おめでとうございます。  加藤 将人君 
○祝福の皆様おめでとうございます。 
                屋嘉比良夫君 
○家内のお祝いを受けて     場々大刀雄君 
○奥様の誕生日祝いありがとう。 早川 八郎君 
○祝福を受ける喜びで。     北  健司君 
○卓話             和田 了司君 
○卓話             貴田 永克君 
○好評御礼！！ハッピーサボテン商品券。 
                青山 博徳君 
○今日もよろしくお願いします。 
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  風岡 保広君  

河村 哲也君  小島 啓冶君  清水  勲君  

芝田 貴之君  社本 太郎君  杉山 孝明君   

杤本 正樹君  宅間 秀順君  峠 テル子君                      

成瀬 浩康君  速水 敬志君  蓮野 美廣君  

山田 倫章君  和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます   古屋 義夫 
 

卓話             山田  治君 

1947 年（昭和 22 年）7 月 21 日生まれで同年

の名畑さんも本席で同じこと言っていましたが、

まったく割りに合わない年回りだと思っています。 
1 クラス・55 人・13 学級・・・同窓会なんかあ

っても 1/3 は知らない人ばかり、 
正に戦後の競争社会の出発点、何をやるにも損な

年に生まれたと思っている。 
 
先輩たちが人生の速さを嘆くのをよく目の当た

りにします。 
「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水に

あらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えか

つ結びて久しくとどまることなし。世の中にある

人のすみかと、またかくの如し。」 
明後日で満 67 歳を迎えますが、振り返るとこ

の60～67歳が最も人生を早く感じた期間でした。

もしできることなら特に最近の 3～4 年間はなか

ったものにしてほしいとすら思っています。最近、

90 歳になる母の前でよく愚痴をこぼしますが、そ

の度に厳しい口調で「私はあんたと違って毎日毎

日、一生懸命生きている。」と叱られています。 

3～4 年前、体調を崩す前は少しばかりの読書を

し、事務所の引き出しに簡単な読書ノートを記録

していましたが、ここ 3～4 年は殆ど記録なし！

読み始めても 10 分もすれば集中力が途切れ、途

中で投げ出してしまうという有様でした。 
体調が少し戻った最近になってめったに行かな

い海外に 2回も出かけたり温泉に行ったりするよ

うになりました。かつ、毎週出かけていたゴルフ

も先日ロータリーのゴルフ大会に参加し見事完走

しました。しかし、失礼ながら私は冗談で「太田

さんがライバル」言っていたつもりなのですが、

言霊というやつは怖いもので本当に真のライバル

になってしまいました。ロータリーのゴルフでは

私が 129、当然ながら最下位、太田さんが 2 打上

で 127、参考までに真ん中に太田さんの奥様がは

いりました。松尾さんに血圧の数値か？と言われ

ましたが、まあそれもあたっています。 
少し、ここで私の故郷の話をします。 

私の故郷は北海道茅部郡森町という道南の何の産

業もない田舎町で、ここで生まれ町立森小学校を

昭和 35 年 3 月に卒業すると同時に春日井にやっ

て参りました。青函連絡船での親戚の見送りは子

供ながら悲しいものでした。青森に上がってから

残雪もなかったのでやはりこちらは暖かいと感心

したものでした。 
森町は後年、「いかめし」で有名になりましたが

当時は駅弁のひとつにすぎませんでした。子供の

私には「いかめし」の存在を知りませんでした。 
この町からは活火山・駒ケ岳の荒々しい姿が見

え、森町から裏手にある大沼公園からみる女性的

な駒ケ岳とは全く別物に見えました。 
私たち一家は二つの運のよさに恵まれました。 

一つは伊勢湾台風が昭和 34 年で半年前に過ぎ、

会わなかったこと。もう一つは昭和 36 年頃にこ

の森町が大火になり全て燃え尽きましたが、私た

ち一家には何の影響もなかったこと。この二つは

私たち一家には大変に運のいいことでした。 
結婚してから、昭和 55 年頃だと思いますが、子

供たちを連れて森町に行きましたが余りの田舎に

家内は驚いた顔をしていました。皆様方も道南へ

行かれる時は、国道 5 号線の森町を通るときに眼

下のお墓の方をご覧ください。ここから見る駒ケ

岳は海から美しい稜線をひき素晴らしい山の形で

す。是非“道南”にもお出かけください。 
話は変わりますが、人生には心からのお礼を申

し上げなければならない人がそれぞれ、何人かい

ると思いますが、4 年程前「体がふらつき、まっ

すぐ歩けない」ということがあって脳ドッグで精

密検査を受けた際に「大きな脳挫傷の跡がありま

すが何か怪我でもされましたか？」とお医者さん

からの質問でした。 
実は今から 50 年ほど前の中学 3 年の冬、学校



で大怪我をしましたが、父母は商売をしておりま

したので学校に迎えに来ることができず、尾張タ

クシーを学校に差し向けてきました。余りの痛さ

を察した運転手さんが機転をきかし「足立病院」

に運んでくれました。そこに若き日の足立治夫先

生が見え、ひたすら「何も考えるな、動くな、見

るな」と絶対安静を 3 ヶ月続け、結果、障害もな

くこうして元気を頂きました。諦めていた高校進

学も留年もなく続けられました。今でも先生には

頭が上がりません。ですから例会では少し離れた

ところでいつも感謝しております。 
 今年度は副会長という役割を与えられました。

力量不足ですが努力して職責を果たしたいと思っ

ています。 
 

卓話             近藤 太門君 

本日は、誕生日の祝福をいただき有難うござい

ました。 
 祝福の卓話をさせていただくのも何度目かにな

り、「又、前の話の続編かよ？」と、思われる会員

さんもおられると思いますので、続編ではなく、

私が体験し、又は目の前で観た、我が国の「歴史」

に残る事案を卓話にさせていただきます。昭和３

４年９月２６日の夕方に潮岬に上陸した台風１５

号は我が国に、未曽有の被害を出しました。死者、

不明者は５５００人、負傷者４０，０００人の方

が被害に遭われ、台風としては明治維新以来最大

で、昭和９年９月に３０００人の被害者の出た「室

戸台風」と昭和２０年９月に２０００人の被害者

の出た「枕崎台風」、そして「伊勢湾台風」と言わ

れた、この三つの台風が「昭和の三大台風」と言

われています。が、春日井市では人的被害はたぶ

ん無かったと思いますが、我が家の仕事的には苦

労しました 
 平成４年９月２３日、国連の平和維持活動（Ｐ

ＫＯ）の一環として我が国の自衛隊も、カンボシ

アに派遣される事が決まり、自衛隊が海外に出る

事が 国内で大変な物議をかわしましたが、小牧

の航空自衛隊基地から「Ｃ１３０」輸送機が、自

衛隊の要員と機材を空輸する事になり、出発の一

か月前からは、今ではもう名前すら聞くこともな

くなった「全学連」、「全共闘」「革マル」等 が、

如意申公園、美濃町公園、牛山駅周辺の等で野宿

をして何かをやっていて、家のエリアで、制服警

官、私服警官、公安（たぶん）等々が大勢来てい

て、 朝刊の配達をしていても「職質」と情報収

集をされ、配達員はおおいに迷惑を被りました。

さていよいよ「ＰＫＯ」出発の時が来ました。私

もマスコミの最前線に携わる者として、（どんな

イベント、講演、公演、でも見ることの出来ない）

ヘルメットの学生軍団と完全武装の機動隊の「闘

い」を手の届きそうな位置から観ていました。（不

謹慎ながらテレビで観るものとは臨場感がまるで

違う）   
平成６年４月２６日の夕方、大音響とともに事故

はおこりました。「中華航空機墜落事故」です。現

場近くに行って観てみると、機体は三つに分かれ

ていましたが、今迄の飛行機の墜落事故では、垂

直尾翼は残っているのですが、今目の前にある物

体にはそれがありません？？？次の瞬間爆発が起

こりましたが、その火柱と強烈な臭いは誠に、誠

に、不謹慎ではありますが、あの火と臭いは飛行

機そのものの匂いと、水路に飛ばされた人以外に

機体の中にあった人達に臭いであったと後でしり

ました。 日航機の御巣鷹山の事故に次ぐ２６４

人の犠牲者を出した。歴史に残る大事故でした 
中華航空機が初めに「尻もち」ついたのが、名古

屋市、墜落した所は春日井市、名前は小牧空港と、

なかなか行政側も大変だったようですが、素人目

には、あと一回「バウンド」したら飛行場の敷地

を飛び出して、住宅地を巻き込んだと思っていま

す。犠牲者の遺体の安置場は、どの行政ではなく

自衛隊の体育館に収容されました。 
 

 
祝福 会員誕生日 

 

 
祝福 結婚記念日 河村 哲也君 



 
卓話 山田 治君 

 
卓話 近藤 太門君 

 
あしなが奨学生からの手紙＃10 Engito Arlene  

あしながおじさん 磯野 俊雄 
おじさんこんにちは、わたしはアレーナ・エンギ

ト 14 歳で、アルセロ記念国立高校の 9 年生（中

学 3 年）です。私は幸運にも奨学生の一人になる

ことができ、とても感謝しています。実際はおじ

さん、こんなに幸せな夏はありません。 
「夏の日々の生活パターン」 
○月曜日から金曜日のウィークデイ 
朝 9 時 45 分～ たいてい起床 
10 時～  朝食、昼食をつくります。時々、朝食

はハムや油でいためたもののホットドックです。

昼食は、野菜スープや麺類です。 
10 時 30 分～ 入浴します。起きるのが遅く、入

浴も遅いです。 
11 時～  この時間に、たいてい朝食をとります 
11 時 45 分～ お皿を洗わなくていけません 
12 時 20 時～ この時間は、することがなくての

んびりします。時々テレビを見ます。 
午後 2 時～ 昼食をたべます 
2 時 30 分～ 再びお皿をあらいます 
3 時 5 分～ またのんびりとするか、好きな映画

を見ます 

4 時～ たいてい夕食を作ります。夕食には時々

魚のフライやほかのできる魚の料理をつくります。 
4 時 30 分～ 自由時間で、たいてい好きなこと、

インターネット閲覧、コンピューターゲーム、読

書なんかをします。 
6 時 45 分～ 夕食をとります 
7 時 20 分～ 皿洗いをします 
7 時 45 分～ テレビを見ます 
9 時 50 分～ たいてい就寝します 
○土曜日 日曜日（週末） 
6 時 30 分～  起床します。毎週末やることがた

くさんあるので、早起きします 
7 時～ 朝食をつくります 
7 時 30 分～ お風呂に入ります 
8 時～ 朝食をとります 
9 時 30 時～ 教会のミサへ行きます 
11 時～ ミサから帰宅します 
11 時 30 分～ 昼食をとります。実際のところ、

週末は両親のどちらかが昼食を用意してくれます。 
12 時～ 皿洗いをします 
12 時 30 分～ のんびりとします 
午後 1 時～ 汚れた自分の服を洗濯します 
2 時～ またのんびりします 
2 時 30 分～ 夕食の準備をします 
3 時～ 家の掃除をします 
5 時～ 少し昼寝をします 
6 時 45 分～ 夕食をとります 
7 時 20 分～ テレビを見ます 
8 時 45 分～ 皿洗いをして、同時に台所の掃除を

します。その後軽くお風呂に入ります。 
9 時 50 分～ たいていベッドに入ります 
おじさん、眠る前にまずお祈りをします。神様に

健康な体を与えていただいたこと、続く人生の正

しい道を導いて頂くこと、さらなるご加護を賜る

こと、いただいた恵み全てに感謝すること、をお

祈りします。そして、いつも日々の過ちを謝罪し、

罪を許していただくようにお祈りします。いつも

「ワラ ポ ヤン ハロン ビロ（タガログ語）」

を約束すると祈っています。 
 
おじさま、実際のところ土曜日は市場へ食糧１週

間分を買いに行き、時々日曜日には家族一緒にい

ます。 
おじさまごめんなさい。きたるべき新学期をとて

も楽しみにしている分、この何も起こっていない

夏、今はとても退屈なのです。こんな日常のお話

しをしてしまいました。 
支援してくださって本当にありがとう、もう一度

お礼を申し上げます。気前よく親切に、この奨学

金を送っていただいたことで、私たちは支えられ、

勇気づけられています。ありがとう。 
心を込めて アレーナ・エンギト 


