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春日井ロータリークラブ 
2015～2016 年度 WEEKLY REPORT クラブテーマ 

ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・国 歌       「君が代」 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・本日の行事   全員協議会   

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

先週の記録 

 

会長挨拶       会長  加藤久仁明君 

2014年‐2015年度      会長：加藤久仁明  

幹事：近藤 太門 

一年を振り返って 

 一年間、皆様のご協力と友情があって会長の大

役を務める事が出来ました事を、感謝とお礼申し

上げます。 

「ロータリアンのフェローシップで、世界・地域

に、何か良い事をしよう！」とのテーマで一年間

事業を行ってきました。重点目標の 1：家族と共

にロータリー活動を楽しもう、3：春日井RCのフ

ェローシップを高めように付いては多くの事業を

家族参加型にして、家族の皆様にも積極的に参加

して頂き、その事業を楽しんで貰う中、新しいメ

ンバーの仲間意識も深まり、私としては、満足で

きるテーマの結果内容でした。三年前より、市民

向けのサボテン事業、ニュートンの林檎の木に係

る事業、国際的には、あしながおじさんプロジェ 

２０１５年７月３日（金）第２２３７回（７月第１例会） 

 

クト、水洗トイレ寄贈事業と多くの奉仕事業を展 

開してきました。今後もこの事業を継続すると 

共に、若いメンバーの力と情報を得て、新たなる

奉仕事業を考え、地域、世界に貢献して頂く事が、 

春日井RCの使命であり、課題だと思いますので、

次年度以降の会長、幹事、宜しく指導をして春日

井RCをより良い方向に導いて頂く事を託します。 

 ロータリーの考え方は、毎年変って来ています。

特にRIは、3年毎の規定審議会による規定の見直

しが有り、ロータリーの基本である『I SERVE』以

外少しずつ見直しがされています。会員資格も一

業種一人が、三人になり、今は職業を持っていな

い人も、主婦でも入会資格が与えられる様になり

ました。またロータリーは事業を社会的にPRしな

い方針がホアン RI 会長は積極的にメデアを使い

宣伝しなさいとも言っています。私の重点目標

4：会員増強、純増7名以上65名以上のクラブに

しよう、は、風岡委員長と増強委員会メンバーが

努力して、新入会員6名入会して頂きましたが、

退会者も出ましたので、純増は達成する事が出来

ませんでした。無謀な目標を挙げた私の責任が大 

いにあると反省していますが、目標は大きく持て

と言いますので、今後も引き続き会員増強に努め

て行って下さい。 

2：行事への積極的で参加で奉仕の理想を実践しよ

う、に付いては、外で行う持ち出し事業、対外事

業の参加が少なかった気がします。地域の人達に

RC 活動を理解して貰う為には多くのメンバーの

参加が必要です。次年度からは、特に外で行う対

外奉仕事業に対してメンバーの積極的な参加をお

願いいたします。 

 

 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



幹事報告      幹事   近藤 太門君 

近藤秀樹君、入会おめでとうござました。会計を

担当していただきますが、大変面倒をおかけます

が、よろしくお願いします。 
 先程、第 4 回の持ち回り理事役員会をおこない

ました。 
第 1 号議案として、山田倫章君の転勤よる為の退

会が承認されました。 
第 2 号議案として、中島宗幸君の体調不良の為の

退会が承認されました。 
第 3 号議案として、山田倫章君の退会に伴い、後

任の「小野寺誠君」の入会が承認されました。 
次週予告です。次週 26 日は定款 6－1 の規定によ

り休会とします。 
次次週は新年度７月３日です。理事役員会とクラ

ブ協議会が、予定されています。 
一年間いろいろと、大変お世話になり、誠にあり

がとうございました。私からの幹事報告は以上で

す。 

 

◎例会変更の案内 
名古屋守山 ７月１５日(水)  ７月１５日(水) 

   ＲＣ 夜間例会の為 アサヒビール 

瀬 戸 ７月１５日(水)  ７月１１日(土) 

   ＲＣ 夜間例会の為 鬼岩温泉 

 
◎ビジター料金変更のご案内 

○岡崎東ＲＣ   ７月から 2,500 円に変更 

 

出出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58 名 欠席 14名 出席率 77.1%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.5%

 

◎ビジター紹介    会長  加藤久仁明君 

○名古屋瑞穂ＲＣ   長谷川 隆君 

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○一年間皆様ありがとうございました 
                加藤久仁明君 
○一年御苦労様でした      清水  勲君 
○皆様一年間ご苦労様でした またニコボックス

委員長としてメンバーの皆様にはお願いばかりの

一年でしたが皆様の多大なる友情に支えられ無事

に事業を貫徹できそうです 本当にありがとうご

ざいました           古屋 義夫君 
○会長の最後のおねがいでした 一万円でなくて

よかった            松尾 隆徳君 
○新入会員です よろしくお願いします 
                近藤 秀樹君 
○今年も 100％出席の表彰を受ける喜びで あり

がとうございます        屋嘉比良夫君  

○二年間たいへんお世話になりました ありがと

うございました         山田 倫章君 
○一年間いろいろおせわになりました 
                近藤 太門君 
○一年間ご苦労様でした     蓮野 美廣君 
○会長、幹事ごくろうさまでした 山田  治君    

○加藤会長、近藤幹事一年間ご苦労様でした 
                和田 了司君 
○一年間親睦活動にご協力ありがとうございまし

た 本日の IDM お楽しみ下さい 成瀬 浩康君 
○IPad Mini ありがとうございました また入

会おめでとうございます     芝田 貴之君 
○皆さん一年間ご苦労様でした  宅間 秀順君 
○6/20、21 の 2 日間名駅のウインク愛知の７～８

F にて「夏山フェスタ」を開催します 私の山岳

写真も展示しています      北  健司君 
○今年最後の例会に       伊藤 正之君 
○IDM ♪           小川  長君 
○近藤支店長を紹介できる喜びで 貴田 永克君 
○一年間いろいろ御世話になりました 
                青山 博徳君 
○一年間ありがとうございました 小川 茂徳君 
○一年間お疲れ様でした     大原 泰昭君 
○今年一年間ありがとうございました 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 一裕君  

梅村  守君  太田 弘道君  大畑 一久君 

岡嶋 良樹君  亀谷 鉦一君  風岡 保広君  

河村 哲也君  加藤 宗生君  川瀬 治通君    

志水ひろみ君  社本 太郎君  杉山 孝明君  

高木   修君  野浪 正毅君  長谷川英輝君  

林  憲正君  速水 敬志君  日比 雄将君  

薮下 尚武君 
○一年間いつもありがとうございました 皆様に

は深く感謝をしています     古屋 義夫君 
 

２０１４-２０１５年度 ニコニコ賞の皆さん 

加藤久仁明君  近藤 太門君  古屋 義夫君 

屋嘉比良夫君  社本 太郎君  志水ひろみ君 

宅間 秀順君  山田 倫章君  太田 弘道君 

成瀬 浩康君  清水  勲君  松尾 隆徳君 

風岡 保広君  岡嶋 良樹君  河村 哲也君 

○毎回多額を協力していただきありがとうござい

ました。            古屋 義夫君 

 

2014 年‐2015 年度 

春日井ロータリークラブ事業報告 

2014 年７月 4 日と 11 日：クラブフォーラムを行

い昨年度事業報告並び決算報告が承認されました。 

7月 25日：親睦活動委員会の企画で、ナゴヤドー

ム野球観戦家族会(中日―巨人)家族を含めて 100

名で観戦しました。 



5 月 17日：江南 RC50周年：名鉄犬山ホテル 

5月 25日：3RC 新旧役員顔合わせ会：主催：名古

屋空港 RC 

5 月 28 日：東尾張分区 12RC 新旧顔合わせ会：主

催：瀬戸 RC 

5 月 29日：夜間例会、名古屋徳洲会総合病院の高

山悟医師の卓話を聞き、最新医療技術と医療ロボ

ット：ダビンチの凄さに会員全員驚く 

 

6 月 13日：親睦活動委員会による第 2回春日井 RC

ゴルフコンペ：オールドレイクGC 参加者16名、

優勝者：芝田貴之君 取切り会長賞：Ipad mini 

当日が加藤久仁明会長の誕生日と言う事で、ゴル

フ参加者と長谷川副

幹事のサプライズで、

似顔絵入りの特大ケ

ーキをプレゼントし

て頂きました。感謝

申し上げます。ゴル

フ参加者全員で食べ

ました。 

 

6 月 19 日：IDM：皆さん一年間有難う御座いまし

たお疲れ様でした。 

 

6 月 20 日：第 2760 地区会長幹事会懇親会 ヒル

トンホテル。以上、事業報告と、会長、幹事のス

ケジュール報告です。 

例会 IDM 

 
退会 山田倫章君へ記念品贈呈 

 

会長挨拶 

 

新入会員 近藤 秀樹君 

 
１００％出席 屋嘉比良夫君 近藤太門君 

 
 

あしなが奨学生からの手紙 

＃17 Ganoran jeliene Khate ガノラン・ジェリ

ーン・ケイト あしながおじさん 近藤太門 君 

 

どうも、また書きましたよ！とっても可愛いあし

ながおじさん、あはは、冗談ですよ。ちょっと、

あしながおじさんに笑ってもらいたくて。調子は

いかがですか。私はどうかって？楽しい冒険に満

ちていて、とても幸せですよ。前回ではなくてそ

れ以前のお手紙だと本当に思っていましたが、や



っぱり前回でしたっけ、あれれ。ここ数か月でま

た別の出来事を経験することができて感激でした。 

それからあしながおじさん、今日ちょうど友達へ

の贈り物を詰め込むことができました。シンプル

で実際のところ私が頂いたもののリサイクルなの

ですけど。この手紙を書いている間に夜の 10時に

なっちゃ 

いましたが、あることに気づきました。12月！？

私が一番待ち望んだ月と行事がある月なの。あし

ながおじさんに個人としてお会い出来たらな

(^_^) 

さて、私の単調な生活で私がしていることの一つ

目を話しましょう。先月、私が前回の手紙を書い

た後に凄いチャンスがやってきました。私は「マ

スセイヨー」の代表の一人に選ばれたのです。私

達は最初に学校の競技会に出場しました。最初に

4年生、そして 8等級、7等級の成績の代表と対決

しなければいけないことを知っていたので、私達

は緊張もしていました。でも、恐怖心が私達を打

ち負かすことはなく、私達の才能を発揮する時に

は、自信が湧きあがりました。体操競技をテーマ

にした「マスセイヨー」のダンスで私達は勝利し

ました。たすけて・たすけて！あしながおじさん、

話がとまらないわ。学校の競技会の後、私達は市

の競技会の代表に選ばれました。他の学校の代表

の選手を見たときは本当にそれまでよりも緊張し

ました。ああ、私たちのダンスの間、私は本当に

私の顔がどんな風になっているか気にしませんで

した。どうしてだかわかりますか？私は口を目を

大きく開き、ウインクと一緒に口を大きく開けて

閉じました。私は顔を使った表現ということが出

来るとは思っていなかったのですが、プレッシャ

ーのせいでしょう、重圧や緊張、特別になろうと

いう興奮が私の感覚をごちゃまぜにしました。そ

してどうなったと思いますか？2 度も同じことを

することになりました。それは・・・マスセイヨ

ーの市競技会の優勝者として、私達の学校の名前

が呼ばれた時、本当に飛び上がって絶叫しました。

現実のこと？って感じでしたが、本当にやり遂げ

たのです。支競技会の後も私達の旅は終わりませ

んでした。地区大会に市代表として出ることにな

ったからです。それは 4位に終わったものの、私

の人生にとってとても価値のある出来事でした。

多くの人にとって、地区大会の代表に選ばれると

いうのは決して簡単なことではないのですから。 

まだ止めませんよ、あしながおじさん。なぜって、

今月凄いニュースがあったから。私は映画「ロミ

オとジュリエット」のジュリエットのコスプレを

する英語フェスティバルのコスプレーヤーに選ば

れました。私は映画のシーンでジュリエットが話

すセリフをいくつか覚える予定です。学校で 1番

のコスプレーヤーでまたジュリエットの役になる

ということは私にとってプレッシャーです。コン

テストは 1月に開催されますが、とても興奮して

います。そして、あしながおじさん、できたら家

に賞品のベーコンを持って帰りたいな。 

でも、なににも増して私はあしながおじさんにも

う一度ありがとうと言いたいです。あなたがいな

ければ、こうしてお手紙をかくこともできないで

しょう。私の勉強を助けて頂き本当にありがとう。

どれだけ感謝してもたりません。SALAMAT KAAYO SA 

DAKONG TABANG NA IMONG GIHATAG NAKO (えへへ、

セブ語で）あなたが私にしていただいた大きな助

けに感謝します。私があなたに誇りに感じて頂く

ためにできることは、勉強をもっとすることです。

できることは勉強に集中し、ベターそしてベスト

を尽くすこと！あしながおじさん、ひとつ保証し

ます。この奨学金が終わっても、私は勉強に向け

ての努力をやめないし、夢を見ることをやめませ

ん。いつの日が、あしながおじさんの手書きの文

章を見て、おじさんに起きた出来事を読むことで、

日本の言葉語をあしながおじさんから学ぶことが

できたら嬉しいな。いつかね、あはは(^_^) 

私は毎月の日記というようなあしながおじさんに

手紙を書くことが恋しいです。可笑しく聞こえる

かもしれませんが、本当なの。あしながおじさん

が恋しいよう（T T)。本当にこの手紙が楽しみな

んです。ランプシェードの下で、真っ白な小さな

紙に、私に起こった 

ことを書き綴っています。 

この手紙を終える前に、私が考えていることをお

知らせしたいと思います。私はギターの弾き方を

習い、物語を書き、白鳥のように踊る方法を習い

ます。これら全部に挑戦します。フィリピンでは

クリスマスが早くやってくるの。ご存じかしら。

皆さんがクリスマスを祝うころがないのは知って

いますが、私達フィリピン人がクリスマスの前に

何をするか話させてください。クリスマスの 1週

間前から、毎早朝 4

時にシンバンガビ（9

日連続のミサ）もし

くはミサに出席しま

す。これは 9日ミサ

と伝統を完成させる

とともに、もしこれ

を実施できたら、私

達の願い事が叶うか

らって意味があるの、

えへへ。これが言い

たかったのよ。 

あしながおじさんに、

よい祝日を、あと

は・・・忘れちゃっ

たアハハ(^_^) 


