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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   「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 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・次期委員長挨拶 

・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 

アテンダンス表彰 
１２ヵ年 太田 弘道君 
６ヵ年 長谷川英輝君 

 

先週の記録 

 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

この例会前の持ち回り理事会において 
※河村哲也君より提出がありました、休会届につ

いて審議しました。休会の事由は、病気の入院治

療の為、期間本年 4 月 1 日～5 月末日迄です。 
※「雨にも負けずフロジェクト」への活動資金援

助が承認されました。 

２０１５年４月２４日（金）２２２９回（４月第４例会） 

 
※地区からの連絡です。 
「第二回国際奉仕委員長会議」が 2015 年 5 月 22
日（金）15：00 から名鉄グランドホテル 11 階に

て開催されます。出席義務者は、加藤宗生国際奉

仕委員長です。よろしくお願いします。 
次週の予定です。 
次週は「雨にも負けずフロジェクト」への援助金

の授与を行います。 
その後今週に引き続き次年度の各委員長さんの挨

拶を予定しています。 
今週の幹事報告は以上です。 
 

◎例会休会のお知らせ 
○羽島ＲＣ     ５月５日(火)は休会 

○津島ＲＣ     ５月１日（金）は休会 
○名古屋北ＲＣ   ５月１日（金）は休会 
○岡崎南ＲＣ    ５月５日（火）は休会 

○名古屋守山ＲＣ  ５月６日（水）は休会 
○名古屋大須Ｃ   ４月３０日（木）は休会 
○名古屋みなとＲＣ ５月１日（金）は休会 

○津島ＲＣ     ５月１日（金）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 

○犬山ＲＣ     ４月２８日（火）は休会 

○名古屋城北ＲＣ  ５月５日（火）は休会 

 
◎ビジター紹介   会長   加藤久仁明君 
○名古屋城北ＲＣ   後藤 訓美君 

◎ゲスト紹介 
○ガールスカウト４０団   伊藤智佐子さん 

    〃   ７４団   鈴木 幸代さん 

    〃   １１０団  森  幸子さん 

 



出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 59 名 欠席 22 名 出席率 62.7%

先々週の修正出席 欠席  2 名 出席率 96.6%

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○久振りにお伺いいたしました   
  名古屋城北ロータリークラブ 後藤 訓美君 
○ガールスカウトの皆様ようこそいらっしゃいま

した              加藤久仁明君 
○祝福ありがとうございます   太田 弘道君 
○少しご無沙汰しておりました  岡田 義邦君 
○皆様、本当にありがとうございました 
                日比 雄将君 
○来週から始まります。何かと宜しくお願いしま

す。              伊藤  純君 
○祝福のみなさまおめでとうございます   
                近藤 太門君 
○結婚記念日の祝福ありがとうございます 
                山田 倫章君 
○４２回目の結婚記念日を祝福して頂きありがと

うございます          屋嘉比良夫君 
○四度祝福をうける喜びで    中島  泉君 
○誕生日の祝福ありがとうございます 
                大畑 一久君 
○結婚祝いを受ける喜びで    加藤  茂君 
○祝福の皆様おめでとうございます またガール

スカウトの皆様ようこそ     古屋 義夫君 
○ガールスカウトの皆様をお迎えして 
                社本 太郎君 
○長男が文部科学省、平成 27 年度科学技術分野

の文部科学大臣表彰（若手科学者賞）を受けた喜

びと祝福を受ける喜びで     北  健司君              
○祝福ありがとうございます   早川 八郎君 
○祝福おめでとうございます   梅村  守君 
○祝福おめでとう        和田 了司君 
○祝福おめでとうございます   場々大刀雄君 
○ガールスカウトの皆様いらっしゃい 
                宅間 秀順君

○今日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  亀谷 鉦一君      

風岡 保広君  加藤 宗生君  川瀬 治通君      

志水ひろみ君  芝田 貴之君  杤本 正樹君            

成瀬 浩康君  中川  健君  野浪 正毅君        

速水 敬志君  蓮野 美廣君  岡嶋 良樹君 
藪下 尚武君                    
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 

 
 
 
 
 
 

 

 
祝福 会員誕生日 

 
 

 
助成金授与 春日井ガールスカウト 

 
 

 
卓話 春日井ガールスカウト 

 



 
次期会長エレクト挨拶 

 
次期会長挨拶 

 
あしなが奨学生からの手紙 

＃10 アルレーン・エンギト 

あしながおじさん 磯野 俊雄君 

 
１１月１７日（月） 
こんにちはあしながおじさん、今日は私の誕生日

なのに、私の家族は忘れていたからとても悲しい

の。私が誕生日の事を言わなかったら、みんな気

づかなかったと思います。むむむ、学校についた

ら、友達がおめでとうって祝ってくれることを願

っています。それで誕生日は完璧。 
＜学校にて＞学校へ着いたらすぐに、列に並び友

達を見つけました。ああ、いるわ。「お早うケルシ

ー！（私の親友の一人（15 番の奨学生））今日は

何の日か知ってる？」と私は聞きました。もしも

今日が何の日か忘れているといけないし、誰かが

私の特別な日をお祝いしてくれたらとっても嬉し

いから。ケルシーは答えました「お早うレン（私

の呼び名）、今日は月曜日よね、何でそんなこと聞

くの」むむむ、彼女たちは私の誕生日がいつか覚

えていないのかしら、それでもみんな友達だよね。

大丈夫。。。でも、涙をこらえることが出来なかっ

たの。それで午前中ずっと泣き続けました。 

＜お昼休み＞私はお昼の準備を親友のジェニー

（11 番の奨学生）としていました。そこで、どう

して他の友だちはどうしてここにいないのだろう

と不思議に思いました。そこで外に出てみると、

ケンカをしていました。それを見たときは、何で

そんなことしているのかわからなくて、ただ涙が

流れるだけでした。それですぐ部屋に戻って、泣

きながら待ちました。私は彼女達が部屋に戻れば

ケンカが終わると考えていましたが、違いました。

彼女達は部屋に入っても叫び合っていました。私

はもう耐えられない、と彼女達に叫び、「今日だけ

は」言い争いをやめてくれと言いました。すると、

彼女達が笑っているので、おかしいなと思い、「な

にが可笑しいの」と涙を浮かべながら聞きました。 
 

＜  私↑ と 妹↑ ＞ 

 

 

 

 

 

 

でも、答えの代わりに私を抑えたまま、笑いなが

ら外に行き、戻ってきたときにわたしはびっくり

しました(゜o゜)←その時の私の顔。彼女達は「ハ

ッピーバースデー」と書いたカップケーキと、大

きなソーダと、私の名前の書かれた大きなプレゼ

ント包装された箱を用意していたのです。私だけ

のために。なんて素敵な親友たちなんでしょう。

私は「みんな今日が私の誕生日って忘れていると

思ったわ」ぬれた唇と涙が流れる目で言いました。

でもこの時の涙はうれし涙でした。カップケーキ

のろうそくの火を消して、親友かくれた手紙を読 



＜カラフルな手紙＞ 
 
み、贈り物を開けました。お腹がすいていたので、

食べながら彼女達がサプライズ演出したことをお

しゃべりしました。それは、彼女達が私の誕生日

に気づいていないふりをして、さらにケンカをし

て私が泣いたところで、サプライズ！って作戦だ

ったの。私の友だちは、なんてサディスト達なの！

私の特別な日に泣いて欲しかったそうで、うーん

その作戦に見事にはまってしまいました。 
＜家にて＞私が家につくとすぐに、私の姉だけが

「お誕生日おめでとう」と祝ってくれ、プレゼン

トをくれました。いいの大丈夫、あしながおじさ

ん、とっても眠いから。気になさらずに。おやす

みなさい、またね・・・お会いできるのを楽しみ

にしています・・・・・ 
 

＜ 日本へ行ってきまーす（冗談ですよ）＞ 
 
 

１２月９日（火） 
今日 12 月 9 日はお父さんの誕生日の翌日です。

えへへ。私はまだ私が「パパっ子」だってお話し

していなかったと思います。とにかく、前回の手

紙から 22 日経ちました。前回は私の誕生日でし

たが、あしながおじさんが私の誕生日に何があっ

たかご存じで、喜んでくれているといいな。3 か

月前にお手紙を書いたときには、バトミントン大

会の日だったのですが、お話ししていませんでし

た。そう、私は学校のバトミントンの選手で、勝

てなかったので悲しかったのですが、楽しんだの

で気にしません。へへ。そろそろ、また明日。バ

イバイ。(^_^.) 
私はパカシを勉強しなければなりません。でも心

配しないで、明日の試験の後にたくさんお知らせ

します。全部試験と課題についてですよ。おやす

みなさい。 

＜フィリピン映画プロジェクトの後に＞ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


