
 

世界理解月間 
２月２８日（土） ３月１３日（金） ３月２２日（日） ３月２７日（金） 例

会

予

定 

3 月 6 日例会変更 
補助金事業の為 
少年自然の家 10 時 

理事役員会 11：30 
クラブ協議会 13：30 
祝福、卓話加藤宗生君 
各委員長挨拶 

３月２１日例会変更 
ＩＭ １４時～ 
ナゴヤウェスティンキャッスル 

春日井警察署員表彰

卓話 
春日井警察署長 
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クラブテーマ 

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  「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌     「灯台守」 

・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 
・卓 話            峠 テル子君 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

今月の歌 

灯台守 

こおれる月かげ  空にさえて 
ま冬のあら波  よする小島 

思えよ灯台   守る人の 

とうときやさしき  愛の心 

 

先週の記録 

 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

場々会員卓話をありがとうございました。 
幹事報告をします。 
※先回の幹事報告で、明後日 22 日に地区大会に 
於いて当クラブが、「会員増強、拡大賞」の表彰 
の紹介があります。 
※地区から、米山奨学生のカウンセラー選出の依

頼が来ていましたが、クラブとして、社本太郎君

にカウンセラーをお願いする事としました。社本

太郎君大変お世話をかけますが、よろしくお願い

します。 
※第 2 回地区内広報、雑誌委員長会議が、3 月 26
日（木）15：00 から名鉄グランドホテル 11 階で 

２０１５年２月２７日（金）２２２１回（２月第４例会） 
 
行われます。 
出席義務者は、志水ひろみ君と長谷川英輝君のお

二人です。 
※2 月 28 日にニュートンの関連機器の市への贈

呈式には、白のクラブジャンバーの着用を.お願い

します。尚、当日の集合時間は、10：00 です。市

長、教育長をお招きしての贈呈式は 10：30 から

行います。次週予告です。次週 27 日の卓話は峠

テル子君です。よろしく。幹事報告は以上です。 

 

◎例会変更の案内 
羽 島 ３月１０日(火) ３月１０日（火） 

   ＲＣ 例会場都合の為 双樹園 

名古屋名北 ３月１１日(水) ３月１２日(木)  

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名 古 屋 東 ３月９日(月) ３月１２日(木)  

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名 古 屋 東 ３月１６日(月) ３月１７日(火)  

   ＲＣ ＩＤＭの為 八勝館 

名古屋守山 ３月１１日(水) ３月１２日(木)  

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名 古 屋 北 ３月１３日(金) ３月１２日(木)  

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名古屋アイリス ３月１１日(水) ３月１２日(木)  

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

 
出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 59名 欠席 24 名 出席率59.3% 

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 

○祝福の皆様本日はお目出とうございます 
                加藤久仁明君 
○アテンダンス表彰を受ける喜びで近藤 太門君 
○祝福ありがとうございます   風岡 保広君 
○祝福おめでとうございます   屋嘉比良夫君 
○卓話をさせていただきます   場々大刀雄君 
○祝福の皆さまへ        宅間 秀順君 
○祝福の皆様おめでとうございます古屋 義夫君 
○場々さん、久し振りのスピーチ楽しみにしてお

ります             足立 治夫君 
○場々大刀雄くんの卓話に期待しています 
                早川 八郎君 
○写真展を開催中です。是非ご覧ください 
                北  健司君 
○祝福を受ける喜びで      林  憲正君 
○卓話に            梅田 英夫君 
○祝福に            伊藤 正之君 
○祝福ありがとうございます   岡嶋 良樹君 
○卓話に            川瀬 治通君 
○あんこう鍋おいしかったです  杤本 正樹君 
○花粉飛び交う季節となりました トホホ・・ 
                青山 博徳君

○今日も宜しくお願いします 
亀谷 鉦一君  名畑  豊君  蓮野 美廣君 
加藤  茂君  峠 テル子君  加藤 宗生君 
成瀬 浩康君  伊藤 一裕君  山田 倫章君 
森田  誠君  薮下 尚武君  速水 敬志君 
芝田 貴之君  河村 哲也君  日比 雄将君 
梅村  守君 
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 

                                                   

卓話             場々大刀雄君 

ロータリーは職業人の集まりであります、又その

職業は自分の生計をたてる為の手段であり、同時

に、世の為、人の為に役に立つ仕事なんだと言う

ことでもあります、詰まり生計を立てる為の手段

は自分の為でありますから利己性を持ちます、人

の為に役にたつということは、利他性になります、

かと言って利他性ばかりでは自分の存在がありま

せん 

此の利己と利他は相反する思想であります、ロー

タリーではこの相反する思想をなんとか、すっき

りしたものにするべく葛藤がありましたが、その

後「決議 23-34」によってすっきりしました、そ

の決議とは、「ロータリーは、利己と利他の調和

を目的とする人生哲学である、」というものでし

た、此の考えは現在も守られております、此の中

の利他性を生かす為に、週 1回の例会があります、

此の例会では上下の区別無く対等の立場で語りあ

える事を基本としております、大会社の社長であ

ろうと、下請け、孫請けの社長であろうと対等に

語り合えるように設定されており、お互いに君ず

けで呼び合うようになっておりました、例会場に

おいて、同じテーブルを囲んでお互いに、友情に

あふれた雰囲気の中で我々ロータリアンは何をな

すべきか、を腹蔵なく語り合い先輩諸氏からの経

験話しを聞き、そこに自己改善を図りあいます、

このような親睦を純粋親睦と呼んでおり、一般の

親睦と一線を画しており、此の事により自分自身

が成長すれば自分のためになります。此の事は、

ロータリ―の職業奉仕の思想でありその為の受益

者は、ロータリアンでありますのでそのことは、

ロータリークラブの品位向上につながってまいり

ます、それ故例会出席はロータリアンにとっては

最も基本的な事であり、義務でもあります。 

当クラブにおいては、二、三、の会員が例会を欠

席しておりますが、欠席会員には 60％の出席規定

があることを理解してもらいたいと思います・又、

最近は決められている例会場以外の会場での例会

が多いと思いますが、その場においても、純粋親

睦をできるよう心がけて頂きたいものです、 

次に、「奉仕の理想」とはどのような意味を持つ

のかという事ですが、以前ロータリーの友に、こ

んな風に書かれておりました、「株式会社という

ものは、利益を出さなければならないそしてそれ

に見合う税金を払うというものだと思われるが、

今は、利益がでるような世のなかではない。そし

てロータリーで言われている「良く奉仕する者良

く報われる」という世の中になっていない、そこ

でロータリーでは、良く奉仕する者が報われるよ

うな世の中にするのが「奉仕の理想」である、と

こんな風に書かれておりました。 

次は、ロータリアンは如何なる場面においても決

められた時間を守るということです、時間を守る

ということは、遅刻をしないという事以外に卓話

の時間を守って欲しいものです、例えば二人の卓

話者がおる場合い、次の会員は、それなりに原稿

を書いて準備して例会に、挑んでおります、しか

るに、長々と後を考えずに、話すことは、次のか

たの努力を無にすることになります、深慮したい

ものです。 

最近のロータリーは、かつての内容に比べるとだ

いぶ緩やかになってきていると思われますが基本

は変化がないと思います、綱領は残っております

が、分りにくい部分があります、そこで四つのテ

ストを推奨します、頭文字をとって、シ、ミ、コ、

ミ、と覚えてください。 

     シ; 真実かどうか 

     ミ; みんなに公平か 

     コ; 好意と友情を深めるか 

     ミ; みんなの為になるかどうか       

此の四つのテストは、簡潔にロータリー精神を表

しております。 



追記 事務局には、ロータリー日本 50 年史と 80

年史を、おいてあります、一度、項目だけでも眼

を通してみてください、そこには日本のロータリ

ーの始まりから、関東大震災時に R・I をはじめ

503 のクラブから多額の義捐金が送られてきた

等々のこと、又、戦後再び国際ロータリーに、入

るときには、R.I  第 3代事務総長ミーンズの 陰

ながらの協力を得て現在の日本のロータリーがあ

ることが書かれている。   

 

 

会員誕生日の皆さん 

 

アテンダンス表彰  近藤太門君 成瀬浩康君 

 

卓 話  場々 大刀雄君 

 

 

 

春日井市内高校中学校 

交通安全運動記念品贈呈 

 

 
 

地区大会風景 

 

 

 



あしなが奨学生からの手紙 

クリセラ・ジョイ・ピノ  

あしながおじさん 

 大橋 完一 

こんにちは、前のお手紙から

しばらく経ちます。それで、

って？12月17日は私たちの

1 周年記念になるんですよ。

私が奨学生となったその日、

あなたは素晴らしい人なの

で、私は疲れることなく感謝

の言葉を言いづけました。本

当に、ありがとう、ありがと

う。今回、長い手紙にしたいです。なぜかはわかり

ませんが・・・。とにかく、私が見つけたこの素敵

な「便箋」に、今から楽しく日々の些細なことに感

謝して感謝しながら書き始めますね。気付いていま

すか？私がピンク色のボールペンで書いているのを。

字が上手に見えるし、それに楽しいから(^o^) 

クリスマスは本当にはやくやってきます。日本では

実際はクリスマスをお祝いしないと知っていますが、

お話ししました。12 月は私の「目覚めの月」です。

たくさんのことがあり、そして多くのことを学ぶ月

です。特に友達と一緒に気づくようになりました。

12月のはじめに、成績のことで親友とケンカしまし

た。私の 1 番の親友は、TLE の授業の間に良くない

行いをした学生をリスト化するという役目を与えら

れました。2番目の親友はそのリストに名前が載り、

その減点によってもともとAだった成績がAPに下が

ってしまいましたので、3 番目 4 番目の親友が 2 番

目の親友を信じていたので、そこでケンカが始まり

ました。（彼らは実際同じクラスではなく ICT もし

くはコンピューターの授業で一緒なだけで、1 番目

と 2 番目の親友とは食物の授業で一緒）彼らがケン

カを再開しても、私はどちらの見方にもなることが

選べませんでした。私は、相手の話を聞くように心

がけ、説得する方法をいつも探し、友情をより強く

長く続けることが大切だと考えます。4・5日後だと

思いますが、彼らは仲直りしていました。お互いに

許しあい、やったことを理解したのです。この嵐の

後に私たちの友情の土台はより強固になりました。

友人とはどんな状況にあろうとも、支え、叱り、悪

い方向に放っておかないもの。私は親友を本当に愛

しています。 

家族とは、参加するコンテストや組織を私が好きで

あれば、たとえどんなことであってもいつも私の判

断をサポートしてくれるもの。わたしは、宝物のよ

うにお金を割り与えてらい、お母さんはお金をいか

に大切にするかを教えてくれます。わたしはさらに

倹約家になり、この姿勢は私の親友を倹約家にさせ

ていると彼女達はいつも言います。それは本当にお

だてられているように感じますけど、彼女達が私か

ら学んでいるのは嬉しいことです。家族はいつも近

くにいて、近くを離れません。たとえ現在、私があ

まりよい娘でなかったとしても、両親は決して私を

手放したりしません。私は両親に申し訳ないとは思

わない代わりに、自分自身に申し訳なくおもいます。

私が自分の娘としての責任を果たさないことを悲し

むことが、なぜ私が娘としての義務を果たすために

最善を尽くすことかということの理由なのです。た

だ良い娘になるだけでなく妹たちのよき姉そしてよ

き市民になります。 

「基礎」と呼ばれるトレーニングプログラムで、多

くのことを学びました。特にリーダーになることに

ついて、ただのリーダーではなく良き、理解のある

リーダーになるためのことについてです。私はより

生産的な人間になり、計画を立てました。それは、

小学生を助け、勉強を教え、私たちがお菓子を提供

するというものです。でもまだこの計画は忙しいス

ケジュールのために実現していません。でもなんと

か最善を尽くしてこの計画を実現可能とします。来

年かな？ 

今、私は再び成績上位となるよう全力で頑張ってい

ます。ところで、目が良く見えなくなってしまった

ので、私はもうすぐ眼の検査に行きます。「人生を変

えたければ、自分自身と態度を改めよ」という言葉

があります。私は怠けて勉強に影響する悪い癖を本

当に変えたいです。この態度は、時々宿題をやって

いない時に現れますが、わたしはこれを改めて、も

っと実りある明るい未来を作りたいです。そして、

両親の汗や過酷な労働を代われるものなら代わりた

い。本当に両親には快適な生活をしてほしいのです。 

あしながおじさんが、今、日々、月々、年々お元気

でいらっしゃるといいな。お会いすることを本当に

ワクワク楽しみにしています。この奨学制度に参加

することは素晴らしい機会で、ずっと続けばいいな

と願っています。多くの貧困に苦しみ、生命の危機

にさらされる多くの学生を助けることが出来ますか

ら。私のあしながおじさんによい休日を！私は楽観

的なことが寿命を延ば

すって信じていますか

ら、笑顔を絶やさず、前

向きでいてくださいね。 

ところで今、最近の写真

がなくて、本当に見つか

らないから昔の写真（１，

２年前）を送ります。喜

んで頂ければいいな。家

族の写真が無いのは、み

んなカメラに近寄らな

いからです、ハハハ冗談

ですよ。ここで手紙を終

わってもいいでしょう

か？ ありがとう。 


