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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 

・ROTARY SONG    「日も風も星も」 

・今月の歌     「春の小川」 

・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 
・春日井消防署職員表彰 

・卓 話   春日井消防長   青山  修氏 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

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 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

家族親睦観劇会、宝塚歌劇 星組公演を実施いた

しました。 

和田親睦委員長をはじめ委員さんの事前準備のお

かげと参加をいただきました会員さんとたくさん

のご家族のご協力のもと予定どおり終えることが

出来ました。劇場内では宝塚ではならでの記念の

品が売られており大変はなやかな雰囲気の中、星

組トップスター北翔海莉さん演じる「こうもり」

を鑑賞しました。 

 

２０１６年４月２２（金）２２７６回（４月第４例会） 

 

彼女の歌、お芝居、ダンス、ピアノの弾き語り等々

素晴らしく、また他の出演者のメンバーもそれぞ

れ誰がトップでも最高のショーが繰り広げられる

ことでしょう。 

第４場では草薙稀月さんの出番がありました。看

守役でしっかりと鑑賞をいたしました。名古屋、

「あつた蓬莱軒」さんのお嬢さんです。参加され

ました会員さんも熱いエールを送る思いでご覧に

なったと思います。 

公演が終了し、帰途のバスのところ帰りましたら

「蓬莱軒」のおかみさん、草薙稀月さんのお母様

のご丁寧なごあいさつがあり、草薙稀月さんの 

本日のお礼のお手紙をいただき たいへん感激を

いたしました。 

会員さんの差し入れや「蓬莱軒」さんの沢山のお

心使いもいただきました。 

夕食は桑名の「歌行燈」で「はまぐり御膳」をい

ただき 私としましてはたいへん満足し、この日

を堪能致しました。 

ご参加いただきました皆様には不手際による満足

には足りないところがあったかとも思いますが、

ロータリーの友情でお許しください。 

また、参加のみなさまには早朝の集合と長時間の

工程にもかかわらず、たくさんの暖かい笑顔をい

ただきありがとうございます。 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

次週予告 

春日井消防職員表彰 

卓話 春日井消防長  青山  修氏 

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 



◎例会変更のお知らせ 

江 南 
ＲＣ 

４月２８日（木) ４月２８日（木） 

移動例会の為 曼陀羅寺 

名 古 屋 清 須 ５月１０日（火) ５月７日（土） 

   ＲＣ 外部例会の為 

名 古 屋 東 5 月１６日（月）5月 16日（火） 

   ＲＣ 夜間例会の為 八勝館 

岡 崎 南 ５月 1０日（火）５月 1０日（火）１２：３０ 

   ＲＣ 記念例会の為 岡崎ニューグランドホテル

名 古 屋 空 港 ５月１６日（月）５月 1６日（月） 

   ＲＣ 家族会の為  

名 古 屋 城 北 ４月２６日（火）４月２４日（日） 

   ＲＣ 地区協議会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

あ ま ５月９日（月）５月９日（月） 

   ＲＣ 歓迎夜間例会の為  

名 古 屋 守 山 ４月２７日（水）４月２７日（水） 

   ＲＣ 職場例会の為  

尾 張 旭 ５月６日（金）５月６日（金） 

   ＲＣ 移動例会の為 旭野高等学校 

愛 知 長 久 手 ４月２６日（火）４月２６日（火）１８：３０

   ＲＣ 夜間例会の為 木曽路 

西 尾 ５月１７日（火）５月１９日（木）１８：３０

   ＲＣ 夜間例会の為蒲郡クラッシクホテル 

一 宮 ５月１２日（木）５月１２日（木） 

   ＲＣ 職場例会の為 名古屋港 

 
◎例会休会のお知らせ 

○あまＲＣ      ５月２日（月）は休会 

○名古屋丸の内ＲＣ  ４月２８日（木）は休会 

 

出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 61 名 欠席 40名 出席率 34.4%

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率 98.4%

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

○家族会宝塚劇場に参加出来る喜びで。 

青山 博徳君  古屋 良夫君  日比 雄将君 

長谷川英輝君  蓮野 美廣君  北  健司君 

名畑  豊君  野浪 正毅君  小川  長君 

大橋 省吾君  岡嶋 良樹君  大原 泰昭君 

清水  勲君  志水ひろみ君  宅間 秀順君 

梅村  守君  屋嘉比良夫君  山田  治君 

藪下 尚武君  和田 了司君  下田 育雄君 

 

 
 

家族親睦会 宝塚劇場前 

 

 
 

例会風景 



 

 

あしなが手紙 

親愛なるあしながおじさんへ（あしながおじさ

ん：志水ひろみ さん） 
Riza Mae Malanog より 
お元気ですか？リザ・マラノグからお便りしま

す。あしながおじさんはお元気でご活躍されてい

ることと思います。私は、おじさんから頂いた奨

学金に大変助けられていて、とても感謝していま

す。頂いた奨学金で兄弟に新しい靴や服を買うこ

とができました。また、病気のお父さんの治療費

を支払うことができました。 
あしながおじさん、今月はとても辛いことが起

きました。私がおじさんからの奨学金を頂いてか

ら、私のお父さんは呼吸困難になってしまい入院

しました。心臓と肺に水がたまっていた為、１週

間入院しました。もちろんお母さんはお父さんに

付き添って、病院で看病をしていました。その間、

私は長女として 4 人の兄弟の面倒をみました。本

当に大変でした。朝は早く起きて朝食の準備をし、

そして、自分や兄弟が学校へ行くための支度をし

ました。放課後は、夕食の準備をする為に、授業

が終わるとすぐに家に帰らなければいけませんで

した。お母さんは家に帰ってきますが、お父さん

が病院で一人なのですぐに病院に戻ってしまいま

す。 
ある日の午後、たぶん１６時ごろだったと思い

ます。ちょうど私が学校から帰り、まず洗濯物を

済ませようと考えていたところに、突然２人の男

性が弱っているお父さんを連れて家に現れたので

す。お父さんはとても弱弱しく、息をするのも大

変な様子でした。私は立ちすくみました。その後、

お母さんがバッグや毛布や色々なものを持って帰

ってきました。私はお母さんに、「いったいどうし

たの？」と聞きました。お母さんは、「お父さんが

家に帰りたがったの。お父さんは病院で３回も治

療の為の点滴を断って、お医者さんと看護師さん

はとても怒っていたわ。お父さんは本当に家に帰

りたくて、私に治療を中止して退院する為の手続

きをさせたの。」とお母さんは答えました。私はそ

れを聞いてパニックになりました。お父さんが家

に帰りたがった本当の理由は、お父さんは自分の

死が近いと感じ、自分の治療の為にお金を使いた

くなかったからです。お父さんは、自分が家族の

負担になっていると考えていたようです。その時、

私はどうしたら良いのかわかりませんでした。私

はお母さんに薬を買ってくるように頼まれたので、

何も考えることができないまま薬局に向かいまし

た。その時、私はとても怖かったです。お父さん

を失ってしまうと思うと、本当に怖かったのです。 
私が家に戻ると、お母さんは私にお父さんの看

病を頼みました。お母さんはとても疲れていまし

た。お父さんが病院で入院している間、お母さん

は看病の為に十分に睡眠をとることができなかっ

たのです。私はお母さんを休ませ、病気のお父さ

んの看病を一生懸命するように努めました。お父

さんの体温を測ると 39℃も熱がありました。 
夜が更けたころ、私はお母さんに起こされるま

で、自分がいつの間にか眠ってしまっていたこと

に気づきませんでした。お母さんは、お父さんが

亡くなったことを知らせるために私を起こしたの

です。それは、２０１５年７月２３日、午前３時

頃のことでした。その時が私の人生で一番悲しい

瞬間でした。私はお父さんを失ってしまったので

す。とても悲しかったです。私を導いてくれたお



父さんなしで、私はどうやって生きて良いのかわ

かりません。 
 
Riza Mae  Malang 
親愛なるあしながおじさんへ（あしながおじさん

は 加藤 久仁明さんです。） 
ライカ ドゥイカより 

 初に謝ります。私が手紙を送らなかった事があ

なたを悲しくさせたこと、ごめんなさい。 
とっても私、忙しかったのです。 
さてここで、びっくりした事を言います。これを

聞けばあなたはとても喜んでくれると思います。 
しかし、お話する前にお父さんのようなあなたの

お許しを得たいと思います。 
私は本当にあなたの事をお父さんと呼びたいと思

っています。そう呼んでいいですか？お父さん。

（彼女はお父さんがいません）あしながおじさん

は私にとって恩人です。 
あしながおじさんは私の人生のパートナーになっ

てくれました。あしながおじさんは私の人生の宝

物です。本当にありがとう。 
（6 月） 
 あしながおじさん、今は 6 月です。学校が始ま

る月です。（フィリピンは 6 月から学校が始まり

ます）奨学金は 2 回いただきました。奨学金をい

ただくことをとても感謝しています。私は学校で

使う必要なものを買いました。最近私のバッグが

壊れたので、新しいバッグを買うことが出来まし

た。（紐が切れてしまいました） 
今日は 6 月 11 日です。覚えていますか？2001 年

6 月 11 日は、私の誕生日です。 
14 歳になりました。14 歳になって感謝の気持ち

でいっぱいです。私は笑顔で誕生日をお祝いしま

した。誕生日は私にとって大切なものです。お母

さんと妹が一緒に祝ってくれます。 
私たち家族は健康であり、そして教会に行って、

神様に感謝を述べ、私たちが祝福されている事に

も感謝します。 
（7 月） 
この月は学校で「栄養学の月」をお祝いします。

私は食事をする事をとても楽しんでいます。なぜ

なら、2 回も食事に挑戦する事が出来るからです。

私は、栄養のある食事を作る担当です。私たちの

担当しているところは、栄養学の月をお祝いする

のにとても複雑なところで、私が忘れる事が出来

ないやりにくい時間を持つところです。 
（8 月） 
この月は、私たちの言葉であるフィリピン語を祝

う月です。色々なことをしないといけないし、色々

なことに参加します。今はとても一生懸命勉強し

ました。 
この月は、1 学期のテストがありました。幸運な

ことにある科目では 100 点を取り、そして試験に

合格しました。 
（9 月） 
この月は、科学の月です。私は科学クラブの会

員です。私は自然に向き合って科学を勉強してい

ます。私は積極的にクラブ活動をして、この科学

の月のお祝いをしながら友達に科学のサポートを

しています。 
学校の先生は、すべての学年のトップ 20 を掲示

します。中学校 3 年生は 8 教科あります。 
あしながおじさんわかりますか？私はすべての成

績で 1 番目のグループに属しています。 
嬉しいことに、私はトップ 10 に入りました。 
（12 月） 
あしながおじさん、12 月です。私たちの家族と

一緒に幸せな時を過ごすのを祈っています。あし

ながおじさんのお身体がお元気で、神の祝福があ

りますように。クリスマスイヴを私たちと一緒に

お祝い出来ますように。 
クリスマスイヴは、私にとってもっとも忘れら

れない日になります。このお祝いはイエスキリス

トが生まれたからです。そして、妹の誕生日にも

なります。妹は、7 歳です。妹は私たち家族にと

ってスターです。彼女は、芸術家になり、有名な

歌手になりたいと望んでいるからです。私はこん

なに可愛い妹がいて幸せです。少し寂しい事は、

私たちは特別な誕生日をお祝い出来ない事です。

妹に対して、少し悲しいことがあります。 
お母さんは、妹をどうしようもなく思っています。

私たちはとても貧しくて、妹の誕生日をお祝いす

る事が出来ないことです。 
私の家族は、ほんの少ししかテーブルの上にチ

キンを買う事が出来ません。私たち家族は、家計

上の問題が多くあります。月の終わりには、家賃

を払わなければなりません。電気代もツケも払わ

なければなりません。 
お母さんは大変苦労しています。彼女は一人ぼ

っちで、お金持ちの家の召し使いをしています。

時々、お母さんは疲れて病気になります。お母さ

んは私たちの面倒をみて、そしてお金持ちの老人

をみています。 
私のお母さんはとっても辛い立場におかれていま

す。お母さんは寝ることも休むことも不足してい

ます。朝 3 時に起きて、私たちの食事を作り学校

に送り出します。 
朝 5 時には、5 ㎞離れた勤め先に行きます。時に

は、熱があったりして大変です。 
お母さんは、私たち姉妹に大学に行くことは難し

いと言います。私はお母さんに自分は自分の道を

探すと話します。 
ありがとう、あしながおじさん。 
神の祝福がありますように。 


