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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   「日も風も星も」 

・今月の歌    「春の小川」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 

・委員会報告 
・祝 福 
・ガールスカウト 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

今月の歌 

春の小川 

春の小川は   さらさらいくよ 
岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく 色うつくしく 

咲いているねと ささやきながら 

 今月の祝福 

会員誕生日 
4日 梅田 英夫君    13日 森田  誠君 

16 日 日比 雄将君   20 日 貴田 永克君 
21 日 大橋 省吾君   24 日 中島  泉君 
25 日 大畑 一久君 

 

夫人誕生日 
15日   太田 弘道君・とし子さん 
24日   河村 哲也君・恭子さん 
25日  北  健司君・志津江さん 

25日  中島  泉君・公子さん 

27日  青山 博徳君・倫子さん 

 

 

 

２０１５年４月１７日（金）２２２８回（４月第３例会） 

 

結婚記念日 
2日  梅田 英夫君    3日 青山 博徳君 

5日    太田 弘道君    13日 森田  誠君 

19日  中島 宗幸君   21日 大橋 完一君 

21日  加藤  茂君   23日 屋嘉比良夫君 

24日  杤本 正樹君   26日 中島  泉君 

28日  山田 倫章君   29日 早川 八郎君 

29日  蓮野 美廣君    

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

今日は、皆さんが楽しみにしていたロータリーの

森での花見例会が、雨が降り、商工会館に変更に

成り大変残念です。ここ数年思い起こして観れば

3 年に 1 回は、雨で商工会館に変更しているよう

に思いますが、昔の風流人なら『春雨じゃ濡れて

行こう』と雨の花見を楽しんだ事でしょうが、春

の雨は暖かくなったのがぐっと冷え込み、体調を

崩す原因となりますので・・・ 
 春日井ロータリーの森は、当クラブの 25 周年

を記念して造られた森で、全国のロータリークラ

ブに呼びかけて、各県の県木の苗木を送って貰い、

緑道に植えさせて貰い出来上がったと聞いていま

す。現在は、苗木が気候に合わなく付かなかった

り、枯れてしまったものも多くあり、半分ぐらい

の本数に成ってしまっていますが、4～5 年前から

再度整備をしようと言う事で、早川会員、場々会

員が中心となり、去年、一昨年でロータリーの森

が何処から何処までの看板を設置したり、月桂樹

の樹を植えたりしています。この詳しい事に付い

ての話は、近い時期に早川会員の卓話を予定して

いますのその折に聞けると思います。本年は、残 



っている樹木の県名と名前を、場々会員が調べて

下さいましたのでプレートを作成し、会員皆で付

けようと、峠環境委員長が企画してくれましたが、

生憎の雨ですので又の機会に会員皆で付けたいと

思います。 

 
 さて、昨日、ロータリーオブセブの御田繁二郎

会員から、お礼のメールが届きました。来日した

ペドロ会長夫妻はじめ、全てのメンバーが有意義

で楽しい旅行であり、日本旅行を毎年恒例の行事

にしようと言っているそうです。今度春日井に来

た時にはぐっとコストを下げて、風来坊でディナ

ーにしましょうとの事。姉妹クラブ締結をぜひお

願いしますとの事。あしながおじさんプログラム

で奨学金を渡しに来る時、またお目にかかりたい

と思いますとの事でした。ロータリーオブセブは、

千葉県の四街道ロータリークラブと姉妹クラブを

締結しているそうです。セブロータリーは、スト

リートチルドレン（兄弟が多くて小さい頃から親

から独立して小学校にも行かず路上や下水の中で

生活している子供達）の支援をしています。30 年

前に彼らの支援をする為、生活をする家を建てる

為に、世界のロータリークラブに援助協力を発信

した所、日本では四街道ロータリークラブが資金

援助を申し出て、それからの付き合いで、毎年 1
月に、四街道ロータリーはセブに来訪してくれる

と言っていました。20 年以上前は、この話もしか

り、当クラブのロータリーの森の話でも、各ロー

タリークラブが、こんな事業を企画し、遣りたい

と世界のロータリーに発信すれば、現実に成るお

おらかな世の中だったように思います。春日井ロ

ータリークラブも、世界に発信する事、世界のロ

ータリーから発信される事を、受け止め受け入れ

るロータリークラブに成らなければならないと思

います。日本の古来からの『謙譲の美徳』は、世

界には通用しないと改めて思いました。 
 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

久し振りの「ロータリーの森」での例会予定でし

たが、雨の為，止むなく会場変更しました。名板

付けの作業も未だありますが、・・・・・ 
幹事報告です。 
クラブから報告はありませんが、地区から「2015
～2016 年度地区研修・協議会開催」の連絡が来て

います。 
日時は 2015 年 5 月 10 日（日）11 時 30 分受付で

す。（友愛の広場あり）場所はウェスティンナゴヤ

キャッスルです。出席義務者は、次年度の理事役

員の方々、各委員会の委員長さん全員です。 
出席方よろしくお願いします。 
次週予告です。 
次週の祝福と、ガールスカウト 3 団体に対しての

補助金の授与を行います。 

 
 
◎例会変更の案内 
あ ま ４月２７日(月)  ４月２７日(月)  

   ＲＣ 夜間例会の為 

岩 倉 ４月２１日(火) ４月２３日（木） 

   ＲＣ 合同例会の為 曼陀羅寺 

名古屋城北 ４月２８日(火)  ４月２８日(火) 

   ＲＣ 夜間例会の為 東急 REIホテル

名古屋丸の内 ４月２３日(木) ４月２３日(木) 

   ＲＣ 夜間例会の為クレストンホテル

名古屋大須 ４月２３日(木) ４月２３日(木) 

   ＲＣ チャリティコンサートの為日本特殊陶業

江 南 ４月２３日(木) ４月２３日（木） 

   ＲＣ 合同例会の為 曼陀羅寺 

 
◎例会休会のお知らせ 
○犬山ＲＣ     ４月２８日（火）は休会 

○名古屋大須ＲＣ  ４月３０日（木）は休会 

○名古屋空港ＲＣ  ４月２７日（月）は休会 

○江南ＲＣ     ４月３０日（木）は休会 

○豊田東ＲＣ    ４月２９日（水）は休会 

 
◎ビジター紹介    会長  加藤久仁明君 
○犬山ＲＣ  山根 雄司君 



出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 59 名 欠席 27 名 出席率 54.2%

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 

○花見はできませんでしたが有意義な例会にいた

しましょう。          加藤久仁明君 
○桜が見えなくて残念です    近藤 太門君 
○とりあえず花見例会 ありがとうございます 
                峠 テル子君 
○恒例の花見例会が出来なくてちょっと残念です 
                古屋 義夫君 
○花見が出来なくて残念でした  宅間 秀順君 
○雨降りもよし！        山田  治君 
○雨に唱へば楽しき花見例会   青山 博徳君 
○いつも有難うございます    大橋 省吾君 
○今日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 一裕君  

太田 弘道君  風岡 保広君  河村 哲也君  

加藤 宗生君  北  健司君  川瀬 治通君    

志水ひろみ君  清水  勲君  社本 太郎君  

杉山 孝明君  杤本 正樹君  成瀬 浩康君  

長谷川英輝君  蓮野 美廣君  森田  誠君  

屋嘉比良夫君  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 義夫君 

 

 

環境委員長挨拶     峠 テル子 君 

 

お花見弁当 

 

 

 

 

 



あしなが奨学生からの手紙 

＃15ケルシー・マリー・アルバレズ   

あしながおじさん 中島 宗幸君 

 
あしながおじさん（あしながおばんさんかな）、

『（日本語で）おはようございます』ごめんなさい、

私はまだ貴方が男性か女性か知りません。これが

４つめのお手紙だと思います。あはは。3 期目の

奨学制度に改めて感謝いたします。ご存じのよう

に私は神様が送って下され恵みに、本当に感謝し

ています。ありがとう。 
 
奨学金は春日井ＲＣの代表の方から、7 月 10 日に

受け取りました。そして誕生日は 7 月 12 日だっ

たのです。これは、そのお金が丁度いいタイミン

グでやってきたということを意味します。なぜな

ら、そのころお母さんは、私の 15 歳の誕生日は

祝えないと、給料日がこないからと私に告げてい

たからです。でも、幸運にもお金を受け取りまし

た。どうもありがとうございました。私は 5 人の

兄弟姉妹と両親とお金を共有して、みんなとても

喜びました。今や貴方は、本当に私の人生の一部

だと言えます。今や貴方は私の友だちです。 
 
最初に私の悲しい、最近起こった悲しい出来事に

ついてお話ししたいと思います。あしながおじさ

んは、私が 7 年生のとき 3 番の名誉ある良い成績

で、8 年生のときは 7 番だったとお話ししたこと

を覚えていますか。ええと、3 番から 7 番に本当

に成績が下がったと言うことができます。悪い事

ですか？でも、悪い事というのは、この 8 月に 9
年生の最初の成績が公表されたことです。そう、

今は 9 年生です。最初の全体の順位は 19 位でし

かありませんでした。かなり低いところまで落ち

ました。悲しいですが、受け入れる必要がありま

す。想像してみてください、7 年生から 9 年生で、

3 位～7 位そして 19 位に。私は再び高い順位へ戻

ることを願っています。まだ希望はあります。2
回名から 4回目の成績公表の機会がありますから。

私はトップ５に入れるよう願っています。『悪い

知らせがあるときには、良い知らせがある』とい

います。もちろん、私には良い知らせがあります

よ。 
あはは、私たちのグループはフィリピン語コンテ

ストで勝てなかったにもかかわらず、私は科学ク

イズで 2 位になりました。ほんの一週間前、仲間

と私はメダルと証明書を受けとり、もの凄く幸せ

でした。それが順位を上げるスタートになると考

えています。私が低い順位になった理由は、私の

数学のせいだと思います。数学は一番好きじゃな

い科目です。とっても難しいので、好きではなか

ったのです。でも、『数学を愛しなさい、さすれば

数学があなたを愛してくれます』という言葉もあ

りますから。今私は愛そうと挑戦しているところ

です。おそらく私のことも愛してくれるでしょう。

あはは。本気ですよ。 

 
うーん、私は貴方やご友人に伺いたいです。お元

気ですか？日本は良いですか？私は日本や韓国に

いってみたいです。日本を愛していますから。私

の愛するフィリピンは素敵ですが、まだ多くの問

題に直面していて、フィリピン人の仲間たちは国

のために強くなろうと努力しています。お気づき

のように、私は日本語を手紙の最初に書きました。

もし間違っていたらごめんなさい。私はその文字

をグーグルで検索しました。ただ「お幸せに」と

日本語でお伝えしたいのです。私はどうやって日

本語を読んだり書いたりするか知りません。 
私が知っている言語は、セブ語、フィリピン語、

英語、そして韓国語です。そう、韓国語。私は韓

国語での読書きを知っているし、また基本的な単

語や文を知っています。ＥＸＯのために、私は韓

国語を習い始めたからです。ＥＸＯはご存じです

か。12 人の魅力的な男性グループです。あはは、

私はＥＸＯのチャンヨル兄さんが大好きです。こ

の前の夏に韓国語の勉強を始め、上手く学んでい

ます。今私は、同じ様に奨学生である友人に、韓

国語のアルファベットを教えています。 

 
今の私の夢、そして神様にお願いするのは世界平

和です。本当に国々が戦争を経験することを恐れ

ています。 
私はまだ、大学での進路が分かりません。でも、

私が必死に勉強し、懸命に働き、素敵な家を建て、



家族みんなが行きたいところへ旅行に連れて行っ

てあげるような快適な生活をもたらし、家族を幸

せにしたいという事はよく分かっています。 
申し上げたように私は日本と韓国へ行きたいです。

私はＥＸＯの貴重な品やバックや時計やＥＸＯ関

連商品ならなんでも好きです。大きくなったら、

日本と韓国へ行って夢を実現するって自分で誓っ

ています。日本語が分からなくてごめんなさい。

でも多分すぐに挑戦します。また文章が下手だっ

たらごめんなさい。クラスメート全員が私には文

才がないって言っています。でも本当にありがと

うございます。神様のご加護を。そしてあしなが

おじさんが、私のように助けを必要としているフ

ィリピンの子どもに支援を続けて頂くことを希望

します。いつもありがとう、お幸せでありますよ

うに。 写真は私と友達です。ＥＸＯが大好き、

ありがとう！！！  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１２月１４日 

 
こんにちはあしな

がおじさん（あし

ながおばさん）、こ

れが４通目の手紙かな、あはは、私も分かってい

ません。でもそれがどうであれ、私はいつも幸せ

なご挨拶を貴方にしていますよ。あはは。もう一

度、とってもいい日ですね！貴方が今日お元気だ

と嬉しいです。いつものように、３度目の奨学金

を頂いた感謝を書き記しています。私はすぐに最

後の奨学金を頂くということを知っています。で

も、ずっといつまでも感謝し続けます。あはは。 
 

 
さて、前回お手紙を書いてから私に起こった最良

のことと、最悪のことをお伝えします。前回、奨

学金を頂いたときは私の誕生日の前日、丁度１５

歳の誕生日だったということは、既にお話ししま

したでしょうか。あははははは。私の誕生日だっ

たので、奨学金は早めの誕生日プレゼントとして

２倍感謝しています。いかにして奨学金がいつも

期日通りに届くのか、ということを知って、なん

て素晴らしいと私は本当に感激したのですよ。も

う一つの素晴らしいことは、私が写真報道コンテ

ストの学年２人の代表のうちの１人になったこと

です。私は選ばれたことがうれしかったのですが、

でも悲しいことに、コンテストの日に私は受賞す

ることはできませんでした。でも、先生が私のこ

とを信頼してくれたことで、私の気分は晴れやか

だったので、良かったです。 
そして、ああ！！！１２月１２日は２度目の成績

カードが渡され、全体の成績順位が公表される日

でした。どうだったと思いますか。私の成績は良

くなって、既にクラスの順位は１０番に、９年生

全体では１２番になりました。とっても嬉しいで

す。ついに、私の懸命な努力が良い結果になりま

した。私は、友情が強固になったので本当に嬉し

いです。私の友人は、春日井ＲＣの奨学生仲間で

あるジェニー（あしながおじさんは峠君）とアル

レーン（あしながおじさんは磯野君）です。親し

い友達には、クリスティーン・ヤバナ、クリステ



ィーン・コンプエスト、ヤニカがいます。彼女達

は私が両親を幸せにするよう勉強し、最善を尽く

すことを後押ししてくれるので、とても良い刺激

をくれる存在です。彼女達は私と一緒で、アニメ

やコスプレや漫画を読むのが好きです。私と同じ

くらいＫ－ポップ（韓国アイドルの歌）が好きで

す。神様は家族の傍に貴方や友人を私に授けてく

ださり、私を助けてくれましたので、私はとても

嬉しいです。そこには渡すが授かった、もっと素

晴らしいことや恵みがたくさんあります。 
 
次は悪くて悲しいことですが、先日私の両親が 1
週間、ずっと夫婦喧嘩をしていました。その時は

私は本当に泣いて 2 人を止めたかったのですが、

お分かりのとおり、泣くのは大変だとわかったの

です。私はただ「泣く」ということができません

でした。私の友だちも、どうして彼女達のように

簡単に私が泣くことができないのか、不思議がり

ました。でも私が泣くことが出来なくても、私は

心の奥深くで、本当に傷つきとても影響を受けて

います。１週間もの間両親が喧嘩していたので、

私もまた一週間まるまる孤独でした。でも今は私

の孤独な時間は終わりました。神様ありがとう。

私の家族に平和が訪れ、幸せに戻れたことを本当

に喜んでいます。 
 
そして最悪のことは私にだけでなく、私の国にも

起きました。本当に強力な「ルビー」と名付けら

れた台風に襲われ、何日も被災し続けました。建

物や土地に被害を与え、破壊しました。史上最悪

のスーパー台風「ヨランダ」のたった 1 年後に、

別の本当に強力な台風が私たちを再び襲うなんて、

本当に悲しすぎます。ルビーは強烈で、多くの人

が多大なるダメージを受けました。それでも、こ

んなことが起こっても、私はこう言われているこ

とを信じ、誇りに思っています。「スーパー台風の

ヨランダが史上最強であるということは、（それ

に耐えた）フィリピンもまた最強の国だ」でも、

フィリピンが最強だといっても、正直言って日本

のように組織だっていないし、先進的でもありま

せん。台風や地震の大災害の時でさえも、本当に

前向きで機能的なので、私は貴方の国が大好きで

す。また、日本人は大災害のさなかでも冷静に秩

序だっていられるので、本当に尊敬しています。

フィリピン国やフィリピン人が日本や日本人のよ

うに、立派になれたらな、と思います。この思い

は、私がどうして一生懸命勉強するかということ

のもう一つの理由でもあります。私が、国を成長

させ、生活を改善させる助けとなろうとするので

あれば、多くの人がついてきてくれ、そして若者

は国家の希望ですから、この目的は実現可能にし

てくれると信じています。 

そろそろ終わりますね。もう一度ありがとうござ

います。あしながおじさんがご家族と幸せに、そ

してご無事でずっといられますように。 

うーん、少し伺ってもよろしいでしょうか？皆さ

んはクリスマスのお祝いはしますか？どうやって

祝いますか？答えて頂けると嬉しいな。でもどん

な答えでもわたしは、「メリークリスマス」の言葉

を贈ります。そして早めのクリスマスプレゼント

に感謝します。 
 

 
 
 
 
 

 


