
２０１６年３月１４日（雨） 第２週 第２１４５回例会

”日も風も星も”Song

Attendance

７７名 １３名 ７９．６９％会員 欠席 出席率

２月分修正出席率の報告

100％ ０名２月 １日出席率 欠 席

100％ ０名２月 ６日出席率 欠 席

100％ ０名２月１５日出席率 欠 席

100％ ０名２月２２日出席率 欠 席

100％ ０名２月２９日出席率 欠 席

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。20世紀の初め以来、親睦、友愛、

社会奉仕の名の下に、ロータリアンによって多くの木が植

えられてきました。世界各地にあるこれらの木は、ロータ

「 」 。リーの理想を象徴する 友愛の木 として成長しています

1932年、欧州のロータリークラブを訪問するための5週

間にわたる旅行中、ハリスは各地で植樹をいたしました。

この時、ドイツのベルリンでの植樹が、戦争のために使用

されたスポーツ広場で、ロータリアンや市の役人など、大

勢の人が見守る中で行われました。このように植樹はハリ

、 、 、スの旅先での名物行事となり オーストラリア ブラジル

エストニア、日本、メキシコ、ニュージーランドといった

26ヶ国に「友愛の木」として植樹されました。日本ではハ

リスが1935年に来日いたしました時に、多忙なスケジュ

ールの中で帝国ホテル中庭に月桂樹の植樹をされました。

その後、次第に戦争色が強まり折角の記念樹も第二次大戦

中は全く手入れをされずに放置され、病虫害で枯死寸前に

。 、なったといわれています 1967年の帝国ホテル改築の際

友愛の木は移植が計画されましたが、残念なことに生育状

。 、態が悪く枯死寸前でした 東京RCのパスト会長矢野一郎氏

第一生命の社長の尽力によって第一生命神奈川県大井町本

社敷地内に植え、300本ほどの枝を数社の植木屋に依頼し

挿し木をするが枯れてしまい、第一生命の子会社、相互林

園の小沢元之助氏が挿し木を試み、生き残ったのはたった

の7本でした。これには野草研究家の手と、アメリカから

取り寄せた特殊ホルモンをいろいろな濃度にして苦心した

経過があるそうです。この奇跡的に活着した7本がポール

・ハリス月桂樹二世となりました。生き残った月桂樹は、

1980年に帝国ホテル正面左袖車庫入口、静岡県三島市に

ある米山記念館、小田原の二宮金次郎記念館、第一生命本

社屋、東京RC60周年記念として皇居北の丸公園に移植さ

れました。この月桂樹二世の枝を譲り受け国内あちこちの

RCで周年行事などにおいて記念植樹をしているようです。

この近くでは一宮RCの安野譲次初代会長が、後にこの月桂

３月２８日（第２１４６回）Today

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話「修行から得る運勢と運命」

瑞円寺 佐々木友肇氏

４月 ４日（第２１４７回）Next Week

担当 藤田淳士 保健委員長

演題 卓話「8020運動と口臭について」

保健委員会 篠田耕伸君



樹二世の株分けを受け、小田原の自宅で丹精に育て上げ、

一宮RC創立35周年を記念して、一宮市の真清田神社の社

殿横に植樹されました。ポール・ハリスが来日した当時の

日本にロータリーが根付くようにという思いを引き継ぎな

がら、今も立派に成長しこの常緑樹は葉をいっぱいに広げ

。 、ているそうです また1999～2000年当地区野村PDGは

1999年10月9日一宮・尾西RC公式訪問の際、一宮RC松

永登会長より念願の月桂樹の分身を頂き以後自宅にて育成

し、その分身を刈谷ロータリークラブ創立50周年記念とし

て贈呈し、今は刈谷市内の公園ミササガパークの中で、友

愛の木としてポール・ハリス三世として年を追って立派に

成長しているそうです。一方枯死した親木からは矢野一郎

氏が木槌２本とペーパーナイフを作らせ、木槌の一本は東

京RCに、もう一本はシカゴRCに贈られたといわれており

。 、ます 当時矢野一郎氏は帝国ホテルの社外重役をしており

1952年に「手に手つないで 、1962年に「それでこそロ」

ータリー」を作詞、作曲されています。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 次週3月21日（月）は祭日による休会です。次回例会

は3月28日（月）となります。

卓 話

「地域で育ち地域とともに成長する生徒の育成」

蟹江中学校校長 今井雅良氏

蟹江中学校の今井雅良と申します。青少年奉仕委員長の

山田尊久様からお声をかけていただきました。蟹江町教育

委員会の委員長様として、私が派遣社会教育主事のころよ

りお世話になっております。本日は、このような発表の場

をいただき、たいへん感謝申し上げます。次代を担う子ど

もたちを育てるには、地域の教育力が不可欠です。地域と

ともに成長する生徒の育成を目指し、これまで取り組んで

きました。これからその概要を説明させて頂きます。

蟹江町は蟹江川、佐屋川、日光川等の大小様々な川が流

れ、水と緑の自然豊かな水郷蟹江として知られています。

名古屋市に隣接し、近鉄蟹江駅から名古屋まで約10分。ベ

ッドタウンとして発展しています。蟹江中の生徒はたいへ

ん忍耐強い生徒たちばかりです。なぜならば、東海地区屈

指の開かずの踏切（富吉駅西、近鉄蟹江駅東）を校区に２

カ所も持っています。生徒たちはイライラすることなくじ

っと踏切が開くのを待っています。さすがです。蟹江中の

生徒はもとより、どこの地域の中学生も地域の方に応援し

ていただいています。しかしながら、地域の方にどれほど

、 。応援をいただいているか 生徒はあまり気付いていません

「朝礼は校長の授業だ」そんな思いで、いつも朝礼に臨ん

でいます。ことあるごとに地域に感謝する心、そして地域

に貢献できる中学生になろうと語りかけています。その思

いに答えてくれる生徒、たくさんいます。感謝感謝です。

本校の取り組み、地域とのつながりの概要です。

「情報モラル教室」地域のIT、ICTに堪能な方を講師に招

き、開催しています。7年になり、継続は力なり、一部生

徒にはネットトラブルがみられますが、大半の生徒は成長

しています。

「職場体験」地元の企業、公的機関を中心に職場体験をさ

せて頂いています。将来の蟹江町を担う生徒たちのためな

らと、快く受けて頂いています。優しく、厳しく社会勉強

をさせていただきました。

保育所での体験です。とても優しいお姉さんです。



蟹江中学校伝統の「ようこそ先輩 。社会で活躍している」

先輩を講師に招き、その生き様や努力をお話いただき、今

後の進路への一助とさせていただきました。かにえガイド

ボランティア「夢案内人」の皆さんです。蟹江町クイズで

蟹江を学び、劇「蟹江城物語」の熱演。平均年齢70歳を超

える先輩たちのパワーに力をいただきました。高齢の方の

がんばりに惜しみない声援が。

にこにこママ連盟という子育てサークルのフリーマーケ

ット。そのスタッフとして力仕事を中心にお手伝い。小さ

な子どもたちにも触れ、よきお兄さん、お姉さんぶりを発

揮しました。お母さん方から頼りにされ、自信を持ったの

でしょう。また次もやりたいと、目を輝かせていました。

近鉄蟹江駅の地下道清掃。多くの生徒がこの地下道のお

かげで安全に登校しています。日頃の恩返し、生徒会役員

が中心となり、定期的に地下道清掃をしています 「僕たち。

もやりたい」と名乗りをあげる生徒も、素晴らしい生徒た

ちです。感謝、感謝。

商工会の桜祭り。毎年、出演依頼があり、発表の場とし

て力を入れています。

定期テストの午後を利用して、蟹江小学校へ訪問演奏に

出かけました。対象は2・4・6年生。2年に1回は生演奏

にふれるローテーションです。小学生には出せない、その

音色、迫力に感動、感動です。

平成６年から始まった「生涯学習まちづくり推進町民大



会 。私が若かりし頃、派遣社会教育主事として蟹江町に勤」

務。その時に立ち上げた町民大会。不思議なご縁です。本

校の教え子がアトラクションで出演。感激の一言です。ま

た、成人式の式典前のアトラクションとして、隔年で吹奏

楽の演奏も披露しています。校歌の演奏に一緒に歌う新成

人もたくさんいました。温かい雰囲気の成人式を演出して

くれています。

イリノイ州マリオン市、4名の交流学生の受け入れ。2日

間でしたが楽しく授業や部活動、抹茶のおもてなし、百人

一首などを体験してもらいました。初日には吹奏楽部によ

るウェルカム演奏、その迫力に大喜びでした。

本校の大きな目標です。たった3つ 「時を守り、場を清。

め、礼を正す 。簡単そうでなかなか手強い目標です。この」

３つの目標が達成できた時、本校の目指す生徒像「あたり

まえのことがあたりまえにできる生徒」の誕生です。地域

のお力をお借りして、今後も目標達成に向けて努力したい

と思います。最後に私の好きな言葉を紹介します 「海は川。

を辞せず」海は流れ込んでくる様々な川を分け隔てなく受

け入れる。海のような大きな心をもった、そんな教師にな

。 、りたいと思い努力してきました 退職間際となりましたが

これからも教え子たちの人生の教師となれるよう頑張りま

す。ご静聴、有り難うございました。

例会日 クラブ名 場 所

3/29 火 名古屋城北 栄東急REIホテル（ ）

名古屋名南 休会

3/30 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

名古屋南 観光ホテル

名古屋名北 APAホテル

名古屋守山 マリオットアソシアホテル

4/1（金） 名古屋北 名古屋東急ホテル

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 19

「甚目寺三重塔 －あま市甚目寺－」

真言宗智山派の古刹、甚目寺観音境内に聳え立つ木造の

三重塔は高さ25メートルほど。現在、境内には正面に南大

門が建ち、その奥に本堂があり、その手間左（西側）に位

置する。昭和28年に国の重要文化財に指定された。擬宝珠

の銘文によれば寛永4年（1627年）名古屋両替町の吉田

半十郎と刻まれ、個人による一寄進である。文政年間の猿

猴庵の著した「甚目寺参道しるべ」にも「じもくじ搭はた

がたてられた、おとに聞こえた半十郎さまよ…」との俗謡

があり、当時より甚目寺の三重塔と吉田半十郎の関係は知

られていたようである。塔内には木造の愛染明王坐像が安

置されていた。



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・北島君、加藤徹君、西川君、お忙しい中、新会員勧誘にご尽力いただきまして有り難うございました。

・定例理事会ご出席の皆様、お疲れ様でした。大竹敬一君、美味しいワインを有り難うございました。

・伊藤正征君、得仙有り難うございました。私の友人ご夫妻も大喜びでした。やっと女将に慣れたようです。

・高山君、何時も大変お世話になりまして、誠に申し訳ございません。有り難うございます。

西川広樹 副会長

・前田君、有り難うございます。柏子見さん、久し振りです。

児玉憲之 幹事

・第9回理事会に参加の皆様、お疲れ様でした。

栗木和夫君

・春の訪れと共に、大変嬉しいことがありました。感謝。

中西 巧君

・先週の卓話者である、アイキャン井川事務局長よりのメッセージです 「本年度の支援事業に加え、先日は多額の募金をい。

ただき、有り難うございました。皆様のお気持ちを、恵まれない子供達に確実に届けます」

篠田正志君

・神戸君、先日はご馳走になり、またご指導いただき、大変有り難うございました。

・次期委員会IDM参加の皆様、ご苦労様でした。

・後藤眞君、IDMお世話になりました。

・津島RCへ次期幹事の黒川君と表敬訪問に行って来ました。歓待を受け、帰ってきました。

山田幸治君

・朝の連続ドラマが視聴率1位です。テーマソングを覚えたいのですが、耳が難聴で歌詞がよくわかりません。どなかた歌

詞を教えてくださいませ。

・中島君、教えて戴いて有り難う。

山田尊久君

・蟹江中学校校長今井雅良先生、青少年奉仕の卓話、よろしくお願いいたします。

伊藤正征君

・3月第2木曜日得仙、あんこう鍋、たくさん精気を養いました。参加の皆様有り難う。次回は11月10日木曜日です。

北野庸夫君

・八十八会洛陽、お疲れ様でした。京都は外人だらけでした。

・前田君、貴重なもの、有り難うございます！

紅谷幸政君

・後藤雅光君、八十八会参加の皆様、お世話になりました。

後藤 眞君

・先日は青少年IDM、ご出席の皆様、お疲れ様でした。有り難うございました。

後藤雅光君

・八十八会に参加の皆さん、ご苦労さんでした。有り難う。

板津和博君

、 。 、 。 。・次期青少年奉仕委員会IDMご参加の皆様 お疲れ様でした 後藤眞君 大変お世話になりました 有り難うございました

伊藤英毅君

・後藤雅光君、八十八会お世話になりました。おかげで太ってしまいました。京料理は美味しいですね。

加藤 徹君

・昨日のウィメンズマラソン、手に汗握りました。

黒野晃太郎君

・藤田淳士先生、お世話をかけます。

水野 眞君

・第8回市民コーラスに、銀の鈴80名で童謡唱歌を唱いました。31グループ出演。



立松絹久君

・得仙参加の皆様、あんこう美味しかったですね。遅れてすみませんでした。

山田幹夫君

・高校時代の山岳部の仲間と、御在所登山に50年ぶりに挑戦しました。3時間の山登りで体力に自信がつきました。

投函件数20件 合 計 ５４，０００円


