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会員67名　出席46名  （出席計算人数51名）
3月7日は補填により96.7％出席率　79.3％

出席報告 西川徹也出席委員

ニコボックス 西川徹也ニコボックス委員

会長挨拶 平野好道会長
　みなさんこんにちは。台北延平RC訪問、
祭日があり、久しぶりの例会となります。台
北では向こうのRCのみなさんから大変な歓
待を受け、楽しく過ごしてまいりました。台
北延平RCによると、クラブに「日本語研修
クラス」を開設し、日本語の勉強を始めて
いるとのことで、会長のオートメーション
さんやその奥様も日本語を勉強していると
のことです。
　日本で台湾語を学ぶのは難しいのですが、
いわゆる普通語（中国語、北京語）と言われる中国語は、基本的に
は中国本土と同じ言葉で、台湾での公用語ですので、これを学ぶこ
とは日本でも可能です。やはり瑞穂RCでも少しは中国語を話せる
人がいるといいと思いますので、勉強する人はいませんか？私も少
しは話せるようになるようにしたいと思っています。
　さて私は、烏来という温泉地に延泊して行く予定をしていたとこ
ろ、台北延平RCと姉妹提携をしている高雄RCが親睦行事として烏
来に行く計画があり、延平RCのブライアンさん達が自転車で行き、
ナイスさんが車でサポートで行くというのに便乗させてもらいまし
た。烏来は、温泉地で結構人気のある観光地でもあるようで、泉質
もよくお勧めです。
　さて、今日のお話ですが、今年の2月7日の朝、東京市ヶ谷の防衛
省で正門から男が侵入し、門番の持つ小銃を奪おうとした事件が発
生したそうです。私はこの報道をニュースで見なかったのですが、
皆さんはご存知でしたか？報道によると、幸いにも門番の持つ小銃
には、実弾が入っておらず、小銃が奪われても発射される恐れはな
かったとされました。しかし、そうすると、小銃は何のために持っ
て警備をしているのでしょうか？襲われた際に、ちょっと待ってね
銃弾を取りに行くからと言ってテロリストに待ってもらえるのでし
ょうか？この報道によって、防衛省の警備は武装されていないとい
うことが世界中に発信されてしまいました。しかし、自衛隊が自分
の基地を守るために武装すらできていないということは恐ろしいこ
とです。紛争前に基地を占拠されてしまえば、基地がある意味がな
くなってしまいます。
　今回の事件を受けて、自衛隊が基地の守れないなら、警察が守る
しかないのでしょうか？という自虐的なコメントが出されています
が、現実はもっと悲惨です。というのは、防衛省の正門前には、警
備会社のガードマンが立っています。つまり、防衛省は、自衛隊員
ではなく、民間のガードマンに守られているという屈辱的な状態な
のです。2月7日の事件は、民間のガードマンをすり抜け、奥に立
っている歩哨の自衛官の小銃を狙ったものですが、その小銃に実弾
はなく、銃を持ったグループが防衛省に突入しようとすれば、こ
れを防ぐ方法はないということです。平和ボケ日本はこれでい
いのでしょうか？

岩本　成郎さん

村瀬　俊高さん
森　　恒夫さん

牧野　智繁さん
内田　久利さん

森　　裕之さん

萩原　孝則さん

村上　　学さん
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松田浩孝会場委員
「我等の生業」　　　　　　　
米山奨学生　グエン・ティ・カリンさん
愛知県立瑞陵高校 IAC　森重統先生
　　　　　　　　　　　森下真友乃さん
　　　　　　　　　　　河口真子さん

：
：
：

司 会
斉 唱
ゲ ス ト

4/7（日）春の家族会について、近鉄の乗車券購入を依頼された方
は、今日もしくは来週お渡しします。購入代金と引き替えとなります
ので、代金をご用意の上、村上さんにお渡しください。

委員会・同好会報告

3月は誕生月です。86才となりました。これからもよろしく。

3月23日午前5時に第1子が生まれました。名前は健康を願って｢健太｣
と名付けました。以前は皆様にご心配をおかけしたこともありました
が、今回は安産で安心しました。誠にありがとうございました。

家内に誕生祝いをありがとうございました。
退会する事になりました。今後もよろしくお願い致します。

久し振りに出席しましたが、用事が出来て帰ります。
昨日、上野の森鴎外邸で花見をしてきました。上野公園は満開でし
た。
先日、ながめ余興場という所で、浪曲、玉川大福、講談、神田松之丞
を聞いてきました。すばらしかったです。
先日は台湾への延平RC訪問された皆様お疲れ様でした。ご協力あ
りがとうございました。
桜の季節です。少しうかれています。
娘の進路が無事決まり、来週から東京でひとり暮らしを始めます。

親睦活動委員長：田中 宏さん

・R財団よりポリオ基金の寄付のお願いがきております。昨年11月に
財団委員長がまいりまして、1人30ドルの寄付をとお願いがありま
した。今年度のガバナー方針だということでもあります。何とぞご協
力をお願い致します。

R財団委員長：伊藤 豪さん

　皆様こんにちは。1年4ヶ月の間、公私ともに本当にありがとうござい
ました。IDMに参加をしたり、クラブ活動で甲子園に行けたりと色々な
思い出が出来ました。人との出会いは一生物だと考えております。まだ
名古屋にいますので今後ともお付き合いの程よろしくお願い致します。

牧野さん退会の挨拶

次週4月4日（木）、11：30より新旧会長・副会長・幹事懇談会をヒ
ルトン名古屋4階｢梅の間｣にて行います。
4月4日（木）13:40より第10回理事会をヒルトン名古屋4階「梅の
間」にて行います。
次々週4月7日(日)は春の家族会です。11:00よりスイスホテル南海
大阪7階「芙蓉の間」にて例会を行います。
4月11日（木）振替により例会変更。
地区R財団より、ポリオプラス基金寄付のお願いを頂いております。
詳細はメールボックスに入っております。寄付の受付は4月25日ま
でですのでよろしくお願い致します。
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幹事報告



  今から1年間の活動報告をしたいと思います。4月の入学式で、
私たち新1年生は先輩達からビラをもらい、仮入部を経てインター
アクトクラブに入部しました。先輩達の雰囲気が優しく、また、ボラ
ンティア活動にも興味があったので入部しました。
 初めての活動は、学校の近くのデイサービス施設の訪問でした。
最初は緊張しましたが、おじいさんやおばあさんの話の聞き役にな
ったり、カードゲームを一緒に楽しむことで緊張がほぐれました。
また、AETの先生とのフリートーキングも行っており、自己紹介か
ら始まり、今では大学入試に挑戦することが出来るようになりまし
た。5月には緑の羽募金を行いました。朝のST前に昇降口に立ち、
募金の協力を呼びかけました。初めは声を出すことが恥ずかしか
ったのですが、だんだん慣れてくると先輩にも声をかけられるよう
になり、この活動で自分たち自身が成長したような気がします。6
月は新設された青少年・学友交流フェスタに参加した部員もいま
す。参加した部員は揃ってみんな楽しかったと言っていました。同
じ6月には校門の前の花壇に日日草を植えました。毎朝自分たち
が植えた花を見て登校すると嬉しい気分になりました。7月は毎年
開かれる年次大会に参加し、瑞陵高校のIACがどのような活動を
しているか知ってもらういい機会になりました。1学期のうちから
準備をしていた記念祭の東北・熊本物産展は9月に開催されまし
た。今年度はフェアトレードも取り入れました。来年度は昨年地震
のあった北海道の商品も取り入れたいと思っています。10月に私
たちの先輩である杉原千畝さんの顕彰施設センポ・スギハラ・メモ
リアルが完成し、記念式典が開かれました。約6000人の命を救っ
た杉原さんの話や、ホロコーストの話を聞き、杉原さんの後輩とし
て今何ができるかを考え、困っている人に手をさしのべることが出
来る人になりたいと思いました。11月には赤い羽根募金を行いま
した。通り過ぎてしまう人も多かったので、次からは何のためにこ
の募金活動をしているのかを声に出して協力を呼びかけるべきだ
と感じました。12月には杉原千畝顕彰施設の関係で、水仙プロジ
ェクトに参加しました。戦時中ユダヤ人がつけていたバッジと似て
いる黄色の水仙をホロコーストがあったことを忘れないという思
いを込めて、学校の花壇に植えました。そして12月の下旬には毎
月訪れているデイサービスでクリスマス会を開きました。クリスマ
スソングを歌ったり、トロンボーンの演奏をしたり、バイオリンの演
奏をしたりして、利用者の方々もよろこんでくださった様子だった
ので、また来年もクリスマス会を開きたいと思いました。
 最後に、この1年間私たちが活動できたのはロータリークラブの
皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

  いつもお世話になっております。IAC顧問の森です。色々ご報告する
ことがありますが、まず初めに会計報告の用紙を配りましたのでご覧
下さい。活動資金として毎年10万円を頂いております。前年度の残り
と合わせて使っておりますが、一番多いのがIACの年次大会の登録料
です。人数が少ない時はよかったのですが、人数が増えてきますとその
分費用もかかりますので、頭を悩ませております。次に多いのがベニヤ
板等とありますが、9月の記念祭の準備等で使っています。IACが出来
たのが東日本大震災の3年ほど後で、その頃から東北の物産を売って
支援をしようと始めたのがきっかけで現在まで続いております。3番目
に多いのが培養土や花の苗を購入する費用です。学校の前に白木蓮
が街路樹として植えてあります。その根本に草が生い茂っておりまし
たので、部員が耕しパンジーや日々草などを植えました。パンジーが今
年は非常にきれいに咲いておりまして、卒業式の時には「先輩卒業お
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■今週の卓話
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卓話
テーマ：｢年間活動報告｣

挨拶：瑞陵高校IAC顧問 森重統先生

瑞陵高校IAC：森下真友乃さん 河口真子さん
めでとう」、入学式の時には「新入生入学おめでとう」の小さな看板をた
てておこうと思っています。後の残りはほとんどが交通費として使われ
ているという状況です。名札やフリートークのお茶菓子代などは、AET
の先生とお茶をしながら話をする際の支出です。ご覧の通り適切に使
用しております。現在2万4千円程残っておりますが、前回行われた半
田でのイングリッシュフェスタの交通費や、ライラセミナーの交通費を
出すとほとんどなくなります。10万円という数字は、瑞陵高校の文化部
からすると多い方だと思います。ブラスバンド部などは楽器が高いので
30万円程しますが、普通の文化部ですと10万円の予算はもらえませ
ん。4～5万円でやりくりしている部活もありますのでそれとくらべれば
いいのですが、もし予算が不足してしまった場合は鈴木健司様にご相
談申し上げようと思っております。
　残りのお時間ですが今の瑞陵高校の話をします。明治40年に愛知
県立第五中学校として発足してから、一昨年で110年経ちました。旭
丘高校が創立140周年で、瑞陵高校は名古屋では2番目に古い歴史
のある学校となります。昨年は杉原千畝の顕彰施設が作られました。
初めは3,000～4,000万円の予算で規模の小さいものを作る予定で
おりました。ですが大村県知事が外国の方が来ても恥ずかしくないも
のを作ろう、と言うことで予算が1億円に跳ね上がり、とても立派なも
のが完成しました。その事で瑞陵高校の名前があちらこちらででるよう
になり、その効果なのか昨年は360名の定員に対して、1000名の志願
者がありました。今年は800名と少し減りましたがかなりの高倍率に
なりました。そのおかげかどうかは分かりませんが、大学入試も成績を
だしておりまして、わかりやすい例で申しますと名古屋大学の合格者数
ですが、昨年は29名で今年は35名に増えまして、昔の名門校の名残
が少し出てきたかなと思っております。私が在学中は、60～70名、多
い時は90名ほどでしたので、もう少し増やしたいところではあります。
杉原千畝さんの効果は大きいなと思っております。
　あとIACの問題を申し上げます。1年生が13名入部しまして、今まで
が3～4名だったので画期的なことです。集まると7～8名はおりますの
で色々な活動が出来るようになりました。困ったことがひとつありまし
て、オーストラリアへの研修に参加できるのが2名と決まっており、分母
が増えますと競争が激しくなります。今までは活動実績を見て顧問2名
で相談して決めていましたが、今年からは参加を希望する部員に作文
など書いてきてもらい、部員達にプレゼンテーションをしてもらい、部員
の代表としていってもらいたい人に投票する形にしました。やはり文章
を書くと何のために行きたいのかがよく分かっていいなと思いました。
それからIACの顧問の問題なんですが、来年オーストラリアへの研修
に引率者をださないといけません。私は非常勤講師ですので、きちんと
した顧問をと学校に希望しています。まだはっきり決まっておりません
が、IACの顧問をやってもいいという先生がいらっしゃるようです。しっ
かり捕まえて離さないようにしたいと思っております。皆様方にはます
ますご迷惑をおかけしてしまいますが、再来年は年次大会のホスト校
を任されますので、皆様にサポートをお願いしたいと思います。そのた
めにも正規の教員を顧問につけたいと思います。次の機会には新しい
顧問を連れて伺えるといいなと思っております。色々な課題はございま
すが、生徒と一緒に時にはぶつかりあい、成長しながら活動していきた
いと思います。いつもご支援ありがとうございます。
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