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ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌     「いい日旅立ち」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・卓 話  米山奨学副委員長  小栗 正章君 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

いい日旅立ち 

帰らぬ人たち  熱い胸をよぎる 

せめて今日から ひとりきり旅に出る 

ああ 日本のどこかに 

わたしを 待ってる人がいる 

いい日旅立ち  夕焼けをさがしに 

母の背中で聞いた 歌を道連れに 

先週の記録 

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君

第1回持回り理事役員会 

下記の審議事項につきましては全て承認可決され

ました。 

第1号議案：ＷＦＦ出展の件 

第2号議案：春日井市姉妹都市市民の会の件 

その他 

9 月 14 日に岩倉ＲＣ 小川清夫パスト会長の葬

儀・告別式がありました。 

２０１６年９月３０日（金）２２９４回（９月第４例会） 

次週予告 

＊9月23日 休会 

＊9月30日 卓話 地区米山奨学委員 小栗正章君 

 「ロータリー米山記念奨学事業について」 

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 城 北

ＲＣ

１０月１１日（火) １０月１４日（金） 

ガバナー公式訪問の為  

名 古 屋 名 東 １０月１１日（火) １０月１２日（水） 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為  ウェスティンナゴヤキャッスル

尾 張 旭 １０月７日（金）１０月８日（土） 

   ＲＣ 市民際の為スカイワードあさひ 

名 古 屋 葵

ＲＣ

１０月１３日（木) １０月１６日（日） 

東区区民まつりの為  

名 古 屋 東 １０月３日（月) １０月３日（月）１８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為  

名 古 屋 大 須 １０月１３日（木）１０月１１日（火） 

   ＲＣ 合同例会の為 観光ホテル 

出席報告 委員長 古屋 義夫君 

会員 61名 欠席27名 出席率55.7% 

先々週の修正出席 欠席2名 出席率96.7% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○満６８歳になりました。さくらライオンズクラ

ブのバザーにご協力お願いします。伊藤  純君

○卓話頑張ります。       河村 哲也君

○祝福ありがとうございます。  長谷川英輝君

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君

○やっとフェイスブック(Facebook)を始めました。

友達になってください。     青山 博徳君
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○夫人誕生日のお祝いありがとうございました。

加藤  茂君

○祝福の皆様おめでとうございます。

古屋 義夫君  志水ひろみ君  近藤 秀樹君

和田 了司君

○河村会員の卓話を楽しみに!! 

貴田 永克君  川瀬 治通君  藤川 誠二君

足立 治夫君  宅間 秀順君  梅村  守君

北  健司君  岡嶋 良樹君  小野寺 誠君     

風岡 保広君  加藤 宗生君  社本 太郎君  

杤本 正樹君  成瀬 浩康君  屋嘉比良夫君 

加藤久仁明君  小川  長君  藪下 尚武君 

名畑  豊君  伊藤 正之君  岡田 義邦君 

下田 育雄君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話            河村 哲也君 

ロータリーの友について

ロータリーの友には、先ず、会長の挨拶・ロー

タリーの歴史・ロータリー理財団の歴史と活動、

国際大会のＰＲ，国際ロータリーの活動「今行わ

れている国際活動」、米山奨学事業、国内活動「現

在では、熊本被災地に向けた活動」、各クラブの活

動、卓話の泉、が紹介されています。ロータリー

の友は購読すればするほどなるほどと理解できる

内容になっており、入会歴の浅き私には驚かされ

ることばかりで、この雑誌をバイブルとして活動

していくとなると、よりよい活動ができる事も気

づかせて頂きました。特に、8 月号では一番目に

飛び込んだ内容は、ロータリアン３大義務「例会

への出席・会費の納入・ロータリーの友の購読」

と記載があり、この雑誌にはすごい責任が詰まっ

ているのだと感じた次第です。また、何故・ロー

タリーが出来たのか、何故ロータリー財団が出来

たのか、全ての何故何故と言う疑問を解いていた

だけるのが、ロータリーの友という雑誌に詰まっ

ています。

今回、卓話においてプロジェクターを使い簡単に

説明をさせて頂きましたが、何しろ継続し購読を

して頂かなくては、ロータリーが今どこのベクト

ルに向け動いているのか、如何したいのかが理解

できないことも感じました。昨日、ガバナー補佐

の江南ＲＣ古田 嘉且君が今、ロータリーについ

てよく知らない人が大勢いますと申しておりまし

た。古田君が説明するロータリーの活動を知って

いる人はデータ的２０％しかいない、だからこそ

地域社会にとってのクラブの価値を明らかにする

方向に動くべきだとロータリー８月号２０頁にも

記載があり、会員の増強と寄付それにプラス会員

の汗が必要とされている事が課題となっています。

ロータリーは下から見えないように寄付をする時

代から汗も必要とされる時代へ変わっていくのだ

と個人的に感じることが出来ました。このように、

ロータリーの友は、ロータリアンの心得の最先端

を走っているバイブルです、この雑誌を読めば困

ったときにどの様に活動していけばよいのか様々

なヒントが凝縮されています。今回の私の卓話で

は私が説明する事は、ほんの一部ですから、何卒、

会員の皆様が、しっかりとロータリーの友の購読

をくださいます事を、お願い申し上げまして、今

回の卓話とさせていただきます。

会員誕生日お祝い 結婚記念日お祝い 

アテンダンス表彰 

卓話  河村 哲也君 



あしなが手紙 

第４次奨学生からの手紙（あしながおじさん：名

畑 豊さん） 

親愛なるあしながおじさんへ 

ご無沙汰しております。お元気ですか。 

私は英語の文法がちょっと苦手なので、あしなが

おじさんは前回の私の手紙を理解してくれたでし

ょうか。またこの前の手紙で写真を同封するのを

忘れてしまいましたので、今回写真を送ります。

ごめんなさい。 

４月、５月は夏休みでした。私は家族と休暇を過

ごしました。毎年、友達の多くは旅行へ出かけま

すが、私の家族はいつも家で休暇を過ごします。

しかし、今年はお母さんが旅行に行くことを決め

てくれました。旅行先はお父さんの生まれ故郷で

す。お父さんは２年前に亡くなりました。お父さ

んのお墓参りの為の旅行です。私は、お父さんの

お墓にお花をお供えしました。私のお父さんに対

する愛情表現です。お父さんの生まれ故郷では、

久しぶりにいとこや親戚に会い、とっても楽しい

時間を過ごすことができました。２日間お父さん

の故郷で過ごし、自宅のあるセブに帰ってきまし

た。 

私が今楽しみにしていることは、夏休みが終わっ

て学校が始まり、友達に久しぶりに会えることで

す。 

Francis Mae Toong 

第４次奨学生からの手紙（あしながおじさん：志

水ひろみさん） 

拝啓 あしながおじさん、長いこと手紙を書かな

くて申し訳ありません。 

元気でお過ごしですか？ 

私は今夏休みが終わって、新学期が始まりました。

夏休みの間、友達とディスカッションをしたりで

きなかったのが寂しかったので、学校生活が始ま

って、今は友達や先生に会えるのでとても幸せで

す。私は今年から高校４年生になり、とてもワク

ワクしています。（※フィリピンでは高校は６年間

です） 

私の夏休みは（学年の新学期は９月からです）、と

てもつまらないものでした。旅行にもいけず、こ

の町から一歩も外に出ていません。海にも泳ぎに

行かず、ずっと家にいました。家では本を読んで

過ごしていました。夏休みの間中、何をして過ご

そうか悩んでいました。なぜなら、私には遊んだ

りするのに十分なお金がないからです。お父さん

が亡くなったので無駄遣いをしたくないのです。

退屈な夏休みが終わって楽しい学校生活が始まっ

たことは、私にとっては、とても嬉しいことでし

た。 

おじさんに良いご報告があります。新学年になっ

て私は、１０人の代表委員の１人に選ばれました。

このことはとても名誉なことなんです。代表委員

になるとみんなに尊敬されるし、校長先生や先生

たちとも色々な規則を決めることができ、良いこ

とばかりです。しかし、大きな力を持つことは、

同時に大きな責任を持つことになります。自分の

行動に責任を持ち、他の生徒たちのお手本になら

なくてはいけません。 

あしながおじさん、本当にありがとうございます。 

神の祝福がありますように。

SAYOUNARA 
Riza Mae Malanog 


