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本日の行事予定 (2014 年 4 月 25 日) 

第 2966 回例会 

卓話担当：伊藤彰浩君  

講  師：㈲フロム・サーティ代表取締役 

池崎晴美氏 

演  題：「幸せな人づきあいの習慣」 

 
先回の記録（例会） 

第 2965 回 ’14年 4 月 11 日（金） 

卓話担当：横井知代君（代理中野義光君）  

講  師：愛西市観光大使 

古池鱗林（りんりん）氏 

演  題：「レンコンクィーン来たる 

～お楽しみ講談～」 

ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」 
ソングリーダー 佐藤雅彦君 
ビ ジ タ ー 加藤憲治君（あまＲＣ） 
ゲ ス ト 青少年交換学生 ジェッシー・ 

ラフランス・ロビノー 
会 員 総 数 68名    3月 14日例会分訂正 
出席免除会員 22名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員     7名 
本日の出席率  76.47％  訂 正出席 率  98.39％ 
超 過 出 席 鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳
一君、加藤則之君（ホストファミリー引き継ぎ懇
談会） 

会長挨拶 

鈴木吉男会長 

今日はロータリーソングが

「R-O-T-A-R-Y」で英語バージ

ョンですが、なぜかというと

来週台北滬尾ＲＣ創立 8 周年

でお邪魔させていただきます

が、必ずその歌を歌いますの

で、ちょっと練習してから行

った方がいいと、きっと会場委員会にご配慮いた

だけたんじゃないかと思います。台北滬尾ＲＣで

は歌詞カードを配っているようですし、そんなに

難しい歌ではないので、歌っていただけるように

よろしくお願いします。 

 今日は平均寿命についてお話ししたいと思いま

す。日本は大変きれい好きで医療関係も充実して

いますから、それだけで平均寿命が伸びたわけで

はないようです。劇的に寿命が伸びたのは大正 10

年です。 

日本で水道が普及し始めたのは明治

20年、最初横浜市に水道が引かれ、31

年に東京、それから全国に引かれるよ

うになりました。水道の普及によって最初は平均

寿命が伸びてきたんですが、大正 10年頃から 4～

5 年にかけて寿命が短くなってきました。なぜか

というとそれまで 35 年間、塩素で消毒していなか

ったんですね。銅の水道管の普及に伴い、乳児死

亡数が増加しました。大正 10年は平均寿命が 42.7

歳と最低値でしたが、塩素で消毒するようになっ

て急に乳児の死亡率が減少したので平均寿命が長

くなってきました。 

塩素ガスを塩素水にするために大

変なことが起こっているんですね。大

正 6年にロシア革命が起こり、大正 7

年に日本から陸軍がシベリア出兵を

開始しています。その時、塩素を毒ガ

スとして使用するため、持ち運びが簡

単なように気体から液体にするように化学工場

（現在の保土ヶ谷化学工業㈱）に開発の依頼があ

りました。設備投資をしようとしましたが、その

方法は陸軍の極秘情報だったので、なかなかその

設備を使用することができませんでした。 

 陸軍の機密事項である塩素水が使用されるよう

になったキーマンに、後藤新平という人物がおり

ます。満鉄の総裁、台湾総督府民生長官もしてい

ます。その前に外務大臣をしていた時にロシア出

兵が行われ、ロシアで陸軍の指揮をしていたので、

塩素ガスが液体になるという情報を得ていました。

その 2 年後に彼は東京市長になります。細菌が水

道水に含まれているのは大変危険だということは、

医学部出身の後藤は知っていました。彼は福島県
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須賀川医学院を卒業後、内務省衛生局に入り、コ

ッホ研究所で医学博士号取得、細菌学の権威者で

もあります。大正 12年に関東大震災が起きたとき、

彼は帝都復興総裁をやっていまして、陸軍の極秘

情報も知っていたので、水道水に塩素を入れて殺

菌するようになりました。彼がいなかったらでき

なかったことが大正 12 年に行われたというわけ

です。急に死亡率が減りまして、それから現在に

至るまで日本は世界に有たる長寿国になりました。 

 
幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. 青少年交換学生のジェ

ッシー君に出席して頂

いております。ジェッシ

ー君は 4月 3日より名古

屋名駅ＲＣの藤井圓隆

（えんりゅう）さん宅にて

お世話になっておりま

す。後ほど鈴木会長より 4 月分のお小遣いを

お渡し頂き、近況報告をしていただきます。 

2. 4月 12日(土)、「元祖伊賀肉金谷本店」にて

親睦活動委員会が開催され、5月 25日(日)の

家族会の試食会を行います。 

3. 4月 13日(日)、2014～2015 年度地区研修・協

議会が、ウェスティンナゴヤキャッスルにて

開催されます。受付が 11：30～12：50、会議

が 13：00～17：00となっております。次年度

の役員・理事・委員長で出席されるメンバー

の皆様、長時間の研修お疲れ様です。 

4. 4月 16日（水）～18日（金）まで、台北滬尾

ＲＣ創立 8 周年記念式典に出席するため、鈴

木会長始めメンバー13 名で出掛けてきます。

緊急の御用の時は、野々山勝也幹事エレクト

までお願いします。 

5. 4月 19日(土)15：30～、名鉄グランドホテル

にて「あまＲＣ創立 45周年式典」が開催され

ます。鈴木吉男会長と私が出席いたします。 

6. 藤まつりのパンフレットと信長の台所「津

島・まちあそび」のパンフレットをお配りし

ました。 

7. 次週 4月 18日(金)は、定款 6－1(C)により休

会となります。次回例会は 4月 25日(金)とな

りますのでお間違えないようお願いします。 

以上です。よろしくお願いします。 

 
ニコボックス報告 第 2965回分 

水野憲雄ニコボックス委員 

加藤憲治君（あまＲＣ）愛西市観光大使の「鱗林」

です。今後共御引廻しの程よろしくお願いします。 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会長、寺島淳一幹事 

①卓話講師に愛西市観光大使・古池鱗林様をお迎

えして!! 後見人の加藤憲治さん、ようこそ!! 

②4月 16～18日に、台北滬尾ＲＣ創立 8周年式典

にメンバー13 名で出席してき

ます。留守中よろしくお願いし

ます。 

横井知代君 本日の卓話は、

先々月から、中野さんより依頼

を受けておりましたので、わた

くしは、紹介をさせて頂く予定

でいましたが、どうしても出席

できませんので失礼させていただきます。中野さ

んよろしくお願いします。先月末に、幼稚園で夜

7 時頃転び、肋骨を傷めた状態で、息子の大学先

の大阪まで独りで運転を 2 往復して引っ越しを終

え、一息つく間もなく、今度は娘が生卵からの食

中毒で緊急入院したと、会社から電話が入り、す

ぐ東京まで新幹線に飛び乗りました。サルモネラ

菌でした。 

余郷利彦君、加藤則之君、伊藤祥文君、吉田康裕

君 愛西市観光協会会長・加藤憲治さんをお迎え

して。 

八谷潤一君、山田勝弘君 愛西市観光大使・古池

鱗林さんをお迎えして。 

浅井賢次君 ①2 人目のひ孫が生まれました。 

②どうにか体調がもどり、朝の体操ウォーキング

再開し、一万歩目標に頑張っております。③来週

フーエイＲＣ、バンコク、ミャンマーへ皆さんに

連れられて行ってもらえます。今から楽しみです。 

浅井彦治君 2 人目の内孫が生まれました。うれ

しい。 

伊藤哲朗君 ①三谷さんにお世話になります。5

月 9 日もお世話になります。②孫が幼稚園に入園

しました。相羽先生に大変お世話になります。 

飯村理君 長女が小学校へ入学、次女が保育園に

入園しました。 

宇佐美三郎君、余郷利彦君、伊藤祥文君 明日は

ホタルの幼虫を津島神社の堀に放流します。夏が

楽しみです。 

佐藤雅彦君 支店の花見で天王川公園を利用させ

て頂きました。 

坂井裕君 親睦として明日の試食会に出席できな

くて、ごめんなさい。 

相羽あつ子君 ヨシヅヤ北テラスさんにお世話に

なります。 

三谷栄一君 余郷さん、松崎先生、高木さんにお

世話になりました。またお願いします。 

日比一昭君 いつもお世話になり、ありがとうご

ざいます。藤まつりがうまくいきますように！ 

水野憲雄君、加藤隆朗君、宅見康悦君、坂井裕君、

杦田勝彦君、高木輝和君 ウィークリーに写真が

載りまして。 

水野憲雄君 寺島幹事より「東建ホームメイトカ

ップ」入場券をいただきました。 

山田勝弘君、生田達一君、篠田廣君、河西あつ子

君 その他。 
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卓 話 

卓話担当：横井知代君（代理中野義光君） 

講  師：愛西市観光大使 

   古池麟林（りんりん）氏 

演  題：「レンコンクィーン来たる 

～お楽しみ講談～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま初めまして。ただ今ご紹介に預かりまし

た私が、自称「レンコンクィーン」の古池鱗林(こ

いけりんりん)でございます。今日はお食事のあとの

お話でございますので、勝手に私のディナーショ

ーだと思ってやらせていただきます。後ろの方の

お客様、大丈夫ですか？ 大きいお口を開けてい

ただいて、もう終わっていいよと……。今からな

んですけど…。 

これくらいの会場で、私一生懸命しゃべらせて

いただいて帰ろうといたしましたら、一番後ろに

いらしたおじいちゃまが、ヨロヨロっと歩いて来

られたので、「あ、おひねりかしら？ 助かるわ」

と思って待っとったんです。や～っとたどり着い

たと思ったら「わしゃよ、りんりんちゃん、声が

聞こえんかったでよ、笑えんかった」とおっしゃ

られた。私、おじいちゃまにゆうてやりました「お

じいちゃん、大丈夫ですよ、前の人も笑ってませ

んでしたから」（笑）。 

私は水谷ミミさんとのご縁をいただきまして、

講談師として活動させていただいております。ど

こで主にやっていたかと申しますと、今一旦閉鎖

中の大須演芸場なんです。中京地区唯一の寄席、

大須演芸場で私は 7年間やらせていただき、2月 3

日に無事閉鎖―無事と言ってはいけませんね、

一旦、閉鎖したというわけです。このニュースは

ご存じでしょうか？ 今バリケードが張ってあっ

て何人たりとも入れないような状況で…。わしが

買いとったる？ って今おっしゃいませんでし

た？ 

今日は寄席っぽい雰囲気で、ご挨拶代わりに謎

かけなどをやらせていただこうかなと。 

「増税」とかけまして、「4月中ごろの桜の木」

と解きます。その心は「8％(ハッパー＝葉っぱ)」

拍手をしていただいた方が 3 人程いらっしゃった

ので調子に乗ってもう一つ、「花粉症」とかけま

して「メロン」と解きます。その心は「マスクが

大切」です。レンコンを食べると花粉症にならな

いというニュースが流れていますが、加藤（憲治）

さん、そうなんですか？ 寝とってはいかんです

よ（笑）。では次、「津島市」とかけまして、「お

でこ」と解きます。その心は「藤（富士びたい）

がいいです」(拍手)。私は愛西市のレンコンクィ

ーンですので「レンコン」とかけまして「戦国武

将」と解きます。その心は「戦意(繊維)たっぷり

です」(沈黙の後、遅れて笑) 

お正月に親戚一同が集まりまして事件がありま

した。宴会が始まり、甥や姪がたくさんいまして、

お酒をお湯で割ったり水で割ったりしはじめたん

ですよ。こりゃ怒ってやりました。「あんたたち、

なにやっとるの！」「りんりんちゃん、なにを言

っとるんだ、僕たちは小中(焼酎)学生や！」（笑） 

先日、友人のお見舞いに行ったところ大部屋だ

ったんですが、看護師さんが一生懸命話しかけて

ました。「おじいちゃん、起きてください」、や

っと起きたおじいちゃんに、「おじいちゃん、起

きてください。睡眠薬のお時間ですよ」(大笑)。

ほんとにねえ、おかしなことが毎日いろいろあり

ました。 

大須演芸場はまだ閉鎖したばかりでどうなるか

わからない、高須クリニックさんが救ってくれる

というようなニュースが出ましたが、あれは終わ

ってしまいました。ソチ五輪が始まる前の打ち上

げ花火だったかのごとく、なくなってしまったん

です。で、よく言われるんです、「あんたらどう

するの？」3 月、私この格好で大須界隈を歩いて

いますと、「まあ、おめでとう！」この子やっと

卒業できたんだなという好奇の目にさらされてお

った、何回目の卒業式だと言われたからですね。

だけど、あの時のほうがよっぽどマシでした。ス

ーツなんか来て歩いておりましたら「りんりんち

ゃん、就職活動？」(笑)  

たぶん、今月末か来月に記者会見があっ

て、大須演芸場はどうやって再建するのか

というお話がされる予定なんです。我々芸

人として何ができるか、ただひとつできる

ことがあるんです。ボロボロでお化け屋敷

みたいだったので、壊さないかんというこ

とになったら、その日は業者さんがクレー

ン車に載ってやってくるわけです。我々は

スクラムを組んで待っとるしかないんです。話に

聞きますと、そういうとき女子供は最前列に出さ

れるそうで、私は間違いなく最前列です。そして、

クレーン車がきたら、私はもう前に飛び出しま

す！ 「ちょっと、待って…！ くれ～ん？」（大

笑）。もしも、向こうの人が「ちょっと、どいて

…、くれーん？」と言ったらすぐにどきますけど。

今日はご縁でございますので、今後どうなるか興

味をもっていただけるのが一番でございます。 

私の兄弟子が水谷ミミさんで、この中京地域、

中部エリアには 3 人講談師が生息しとる、その中

でも私が一番ピッチピチで、30以上違いますから

ね。ふと気が付くと、私古池鱗林は中日本エリア

の講談師の世界で、実力、収入、知名度トップ 3
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に入ることになるわけでございます。なかなかト

ップ 3 なんて言えるものではありません。私たち

は東海地区あちこちで講談を広げるために活動を

しています。公演となるとチケットを売ります。

まだまだ手売りで、親戚一同に買っていただいた

り、いろいろです。こういう会がありますと、帰

りに「りんりんちゃん、わしが応援してやる。今

度のお前のチケット 10枚買ってやる」と買ってい

ただいて、前日に「社長、頑張ります！」と言う

と「りんりんちゃんよ、わしが買ったチケットっ

て行かないかんのか？」(笑)「ほんとに…」（笑

～笑） 

では、これから講談を始めたいと思います。 

皆さま、芸所名古屋という言葉をご存じでござ

いましょう。しかし、いったい何が芸所なんでご

ざいましょう。御園座も大須演芸場も閉鎖、これ

でなんで芸所か、有名なアーチストが江戸、大阪

で公演をし、名古屋でやらない「名古屋とばし」

という言葉もあるわけでございます。（パン！）

とばさんといてちょ。このことは江戸時代からあ

ったそうでございます。 

時は元禄、尾張藩出の五大将軍徳川綱吉さんの

時代でございです。江戸の大火、頭の重くなるニ

ュースばかりでございましたが、そんな時代だか

らこそ、演劇が活発になっていったそうでござい

ます。元禄 16年の「曾根崎心中」は大当たり、有

名な俳優さん多数輩出、役者さんたちは東に西に、

西に東に忙しく往復したそうでございましたが、

この尾張はその道すがらでしかなかったと。そん

な現実から一転（パン！）、芸所名古屋となりま

したそのすごさ、名古屋の底力、名古屋の大逆転

物語、これよりは芸所名古屋について紐解いてま

いりましょう（パン！）。 

時は享保の時代でございます。尾張の国に入国

した一人の男、そのいでたちは浅黄色の衿(ぎん)

に鼈甲の丸笠をカウボーイハットのようにクリン

と回した。衣装は黒づくめ、籠ではなく馬に打ち

またがって入国。おいおい、なんだ、あのハイカ

ラさんは、とにもかくにも人の目につくその男こ

そ、尾張藩七代藩主の徳川宗春さんでございます

（パン！）。遊び心にあふれたその男、神社参詣

通りには真っ白な輿に鞍、鐙(あぶみ）、真っ赤な猩々

緋(しょうじょうひ)と呼ばれる結衣を身にまといま

して、五尺もあるキセルを吹かしながらの入場。

まぁド派手ではありますが、決して下品ではござ

いません。この男こそ芸所名古屋のキーマンとな

る男でございます（パン！）。 

しかし時は享保の時代、質素、倹約の享保の改

革を推進していた時代、庶民の自由な発想もご法

度という時代でございました。そんな時代に宗春

様は、「竹は竹だがや、檜は檜だがや。人にはそ

れぞれ好みがある。抑えつけてはいかん、好きな

ようにやらしてやれ」と。彼は個性やら人間性と

いったものを大切にしたいと思う男でございまし

た。そして宗春さんには、こんな有名な「恩地静

養」と題します 21か条を作ったわけでございます。

日本初のマニフェストともいわれるほど注目すべ

き「恩地静養」。たとえば「第 1 条：大きな愛、

寛容な心、人徳のある政(まつりごと)を」「第 2条：

愛に敵はなし。権現様のように仁者(じんしゃ)であ

れ」「第 3 条：冤罪は国の恥だ、とことん調べつ

くせ」、論文の改竄やらといったことはしてはい

けません。「第４条」は「学問に一番大切なのは

愛情、小賢しい学問よりも自分自身に正直であれ」

等々。そしてぐるっといきまして「第 21条：まあ、

ええがや」が、臣下に対する主君の心得、古参新

参男女を問わず深く愛情を示しなさいと、このよ

うな 21か条を作ったのでございます。最近になり

ますと増えましてね、「第 22条：人の作った歌を

自分が作ったと言って出してはいけません」(笑)。

「第 23条：あの子、大事なところで転ぶから、な

どと言ってはいけません」(大笑)。いろんなこと

が付け加えられるわけでございます。 

このように彼はかなりな自由を与えました。そ

れによって、当時この尾張の町は、今まで通り過

ぎていた役者さんやら商人やら遊女達がどっと詰

めかけて、「おい、なんだか名古屋がすごいこと

になっているらしいよ」「へっ、名古屋に行って

みるか」「いつ行く？」「今でしょ」(笑)。とに

もかくにもすごい賑わい。宗春さんのわずか数年

で、大須やら七ッ寺を中心に芝居小屋が 20軒以上、

そして歌舞伎公演が 387 回と、まぁもえらけにゃ

あ喜び、もえらけにゃあ盛り上がりを見せていた

わけでございます。尾張の藩下に興が覚めたと、

そんな言葉が生まれたそうでございました。 

しかし、こうなって参りますと当然上(かみ)から

お咎めがあるわけでございます。「おい、けしか

らん！ いるもの、いらぬもの、ちゃんと仕訳を

せんか」「おぃおぃおぃおぃ、仕訳仕訳ってなあ、

この名古屋はなあ、仕訳よりもたわけなんだわ」

(笑)。「日本一にぎやかでおる、諸大名は倹約な

んて口先ばっかりだがや。ちゃんとやっとらんも

んで、民から金を巻き上げる。だがおまえさんは

よう、先代の借金を返す、民からも金を取らんと、

仲良くやっとるだけだがや」それは実に見事な痛

快な反撃でございまして、この反撃が後の「倍返

し」を招いてしまうわけでございます。宗春さん

は謹慎を言いつけられ、藩を取り上げられまして、

建物から一歩も外へ出ることを禁じられてしまい

ました（パン！）。 

わずか数年でございましたが、日本一の栄華を

誇りました尾張の町、それ以降ももちろん芸所名

古屋という言葉は残ったわけでございます。名古

屋はちょうど真ん中だから東のものも西のものも

見えて、よう目が肥えとるとか、お稽古事が盛ん

だから芸所と呼ばれるんだ等々諸説ございますが、

宗春さんがおりましたわずか数年が芸所名古屋の

ピークであった。これではいかん、悲しすぎるわ
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けでございます（パン！）。実は私、夢の中で宗

春様にお会いしたことがあるんです。宗春様は私

に詰め寄りまして「おい、りんりんちゃんよ、今

年の大河ドラマは黒田官兵衛か、わしもいつか大

河ドラマの主人公になれんかのう」「宗春様、そ

れはごもっともでございます。が、それにはやは

り民の文化の高さと協力と、あとはあのＮＨＫの

受信料の問題ですとか、いろんなことが関わりあ

ってくるんでしょうね」「そうだな、しかしな、

もしもじゃ、わしの大河ドラマがかかったらよ、

わしの役を河村たかしさんがやるわけじゃにゃあ

だろな？」。宗春様は向こうでいろいろ画策しと

るわけでございます。 

さ、今の尾張を支える皆さま、もっともっと名

古屋、尾張の文化を格上げしようじゃあーりませ

んか！ もっともっと元気な、もえらけにゃあ元

気な尾張の町、そして大須演芸場の一日も早い復

活を願いまして、芸所名古屋の一席、終わりでご

ざいます。どうもありがとうございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014～15年度のための地区研修・協議会 

 

 

 

 

 

 

4月 13日(日)、ウェスティン

ナゴヤキャッスルにて、次年度の

ための地区研修・協議会が開催さ

れました。近藤雄亮ガバナーエレ

クト（名古屋瑞穂ＲＣ）より、「集

まろう・語ろう・楽しもう」とい

う地区方針が発表されました。 

 

←山本達彦君（第 2分

科会）、野々山勝也君

（第 1 分科会）、猪飼

充利君（第 4分科会） 
 

 

 

 
青少年交換だより 

4月 20日、カナダの成田浩規君から 3月

のマンスリーレポートが届きました。 

 

学校の状況 

3 月はミュージックフェステ

ィバルがありました。発表する日

とロータリーでの旅行の日が重

なって、合奏の 2種類に参加でき

ませんでした。カナダに来てから始めたクラリネ

ットもようやく発表できるくらい上手になってき

たのに、本命のクラス合奏で演奏できなくて残念

でした。旅行前にあった合唱はクラス合唱、スタ

ーズ合唱団での合唱ともにうまくいきました。ク

ラリネットでのデュエットもテンポが遅くなって

しまうハプニングもありましたが、リラックスし

て演奏することができました。動画に収めて日本

に帰ったら、家族などに見せようと考えていまし

たが、ミュージックフェスティバル全体のルール

として写真、動画撮影が禁止されていたので残念

ですが諦めました。  

3月末には 1周間の春休みがありました。車で 1

時間ほどのレジャイナという街の「鉄板焼き」と

いう日本料理店に行きました。いかにも外国人が

思う日本という感じで、店内は日本の伝統的な雰

囲気を醸し出す音楽がバックグラウンドで流れて

いたのですが、自分には中国系の音楽にしか聞こ

えませんでした。 

メニューはお店の名前の通り鉄板を使った料理

が多く、「お好み焼きや焼きそばが食べられるの

かな」と考えていましたが実際はステーキばかり

でした。個人的には広島風お好み焼きが食べたか

ったです。料理が出てくる際にちょっとしたパフ

ォーマンスがありました。料理人の方が席の目の

前にある大きな鉄板焼きで大げさにナイフやフォ

ークを振り回したり、お酒と火を使った大道芸人

のようなこともしたりしていました。まるでテレ

ビドラマなどに出てくるような料理のふるまい方

で少し感動しました。が、ここでもまた「これも

日本じゃなくて中国なんじゃないか」と疑問に思

いました。 

ちなみに見た感じ日本人は一人もいませんでし

た。結局何を感じたかというと、外国にある日本

料理店は日本のお店のようで違うということです。

つまり裏を返せば、日本にある外国の料理屋もそ

の国の人から見るとどこか変で、今の僕のように

これはちょっと違うのではないかなどと思ってい

るのだろうと考えさせられました。 

 

ホストロータリークラブとの関係 

3月 13日～17日まで地区の旅行で The Pasとい

うところまで行きました。例によって目的地がす

ごく遠く、バスで丸一日かかりました。アイスフ

 今日は副会長

代理だわさ 

次年度副会長の

三谷栄一君 

 

ジェッシー君

ご挨拶 
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ィッシングをし、近くの小学校に遊びに行き、小

学生たちと戯れ、消防署を見学しに行き、RCMPと

いうカナダの大きな警察組織の見学に行きました。 

これらすべてを一日でこなしたので、すごく疲れ

ました。 

旅行中はホストファミリーとして家を貸してく

ださる方が少なかったのか、女の子はホストファ

ミリーの家に泊まり、男はホールで寝袋を持参し

床にジム用のマットを敷き雑魚寝という形で夜を

過ごしました。幸いホールにあったマットがそれ

なりに柔らかかったので寝心地は悪くなかったで

す。また、ホールにはビリヤード台が常備してあ

り、暇になったらみんなでビリヤードをして遊び

ました。次の日はスノーモービル、ドッグスライ

ディング（そりに乗り、それを犬に引っ張っても

らうというもの）を楽しみました。  

 

その他の近況 

3 月の末辺りからミュージカルに向けての練習

が始まりました。ほとんど毎日あり、毎回遅くま

で続くのでとても忙しいです。日本にいた頃高専

での部活は軽音部とインターアクトクラブと比較

的楽な部活だったのでそれに比べると本当に忙し

く、運動部に入っていたらこんなふうだったのか

な、と想像することも最近では増えてきました。 

カナダの学校に入ってから「もし自分が高専で

はなく普通高校に入学していたらこんな感じだっ

たのだろうか」ともよく考えます。高専は特殊な

学校で、高校というより大学に近くとても自由な

環境です。さらに男女比がかなり偏っていて 9:1

ほどの割合です。普通高校に多少のあこがれを持

っていて、普通高校に一日体験入学のようなこと

ができたら楽しそうだなとよく友達と語り合った

りもしました。それが留学してから叶うこととな

りました。もちろん制服はなく、日本よりは規制

がかなり緩いとは思いますが。 

実際の学校に通い始めてから今までの感想は

「高専って思っていたよりいいところだった」で

す。個人的な意見なのですが、まずやはり今通っ

ている高校が田舎にあるからか、授業内容が英語

について吟味しないとすればすごく簡単です。数

学に至っては高専 1 年生の内容だけで今の高校の

3 年分をまるごと網羅しています。留学当初はあ

まり勉強しなくてもいいから楽だとか考えていま

したが、今では単純に授業がつまらなく感じるよ

うになってしまいました。そして高専は先生の干

渉が最低限しかないところがすごくいいと感じま

した。もちろん高専の先生方からの干渉が少ない

だけで、自発的に質問などに行けばしっかりと詳

しく答えてもらえます。こちらではイベント事に

先生が主となるのですが、それだとどうしても不

自由さを感じてしまい思うように楽しめないこと

があります。逆に高専は学生が主体で考え実行す

ることで、参加者目線の行事を考えつくことが可

能ですし、その実行者として参加することも楽し

いと思います。また、友人関係も高専の友達のほ

うが深い気がします。これは言語の障壁があるた

めだと思いますが。ちなみに、もし後輩である候

補生が留学先での友人関係について悩んでいると

すれば、心配することは全くありませんと言いた

いです。実際自分自身も元々すごく悩んでいて、

アジア人だから馬鹿にされないかなどと勝手な偏

見を持ちナーバスになっていましたが、学校が始

まってからは 1 周間も経たないうちに自分と雰囲

気が似たようなひとが話しかけてくれたりしてす

ぐに仲良くなりました。今の友人グループは日本

にいた時と雰囲気が同じようで、類は友を呼ぶと

はまさにこのことを言うのだと感じました。 

今僕が言いたいことは高専に入ってよかったと

いうことです。最近になってそれをしみじみと思

い知らされます。もし公立の普通の進学校に入っ

ていたならばこんな留学の機会や、高専という特

殊な環境下にさらされることなど全くなく、それ

によって起こる心境の変化や見解の広まりがあり

ませんでした。こんなタイミングでこんなところ

に書くのは少し場違いかと思いますが、高専入学

を勧めてくれた父に感謝したいです。 

 
米山学友だより 

2011～12年度の米山奨学生・喩

昊(ユ ハオ)君から、カウンセラー

の服部貴君に近況報告のメール

が届きました。 

 

 

1年と 2か月の駐在を終えて、

横浜に帰任しました。 

１つご報告します。早稲田大学のＭＢＡ社

会人コースに合格して、４月から夜間と休日

を利用して通学することになりました。今後

ともよろしくお願いします。 
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台北滬尾ＲＣ 

呉和錦会長挨拶 

↑腹こわしの寺島幹事、腹くら

べ(?)鈴木会長と林建明氏 

津島ＲＣ 

鈴木吉男会長挨拶 

桃園空港にて 

「熱烈歓迎！」

されました。 

← 

津島ＲＣより、

記念品贈呈 

↑台北滬尾ＲＣ 

葉文源会長エレクト 
↑美人ぞろいの 

ご夫人方の踊り 
↑台北滬尾ＲＣよりも目立とうとする 

津島ＲＣの歌姫、歌王、歌爺(?) 

↑台北滬尾ＲＣ初訪問の

横井知代君を歓迎する

葉文源（DAVID)夫人、

陳水源(AQUA)氏 

↑太田吉亮氏力作の

七宝焼き 

国際奉仕委員会 

三谷栄一国際奉仕委員長 

4月 16日(水)、姉妹クラブ台北滬尾ＲＣ創立 8周年記念例会に、

津島ＲＣより 13名が出席しました。台北滬尾ＲＣの皆様には、

観光やゴルフ等、大変お世話になりました。謝謝！ 

 台湾は、やっ

とかめだがや

や 

 まぁこんで、私

も今年度のお

役目ご免だわ

なぁ 

 また乾杯 

かね！ 
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次回例会 
第 2967 回 ’14 年 5 月 9 日（金） 

卓話担当：伊藤幸蔵君  

演  題：「ミャンマー行ってみたら 

こんなトコ」 

  

お知らせ 

■休会 

 5月 2日（金）定款 6-1(C) 

 

■次年度四大奉仕合同委員会 

 と き：5月 7日(水)18：00～ 

 ところ：朝日寿し 

 

■次年度親睦活動･会場･会員増強 

合同委員会 

 と き：5月９日(金)18：30～ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 4月 24日(木)、桑名ＣＣで津島ＲＣゴルフ会が

開催されました。五月晴れを先取りしたようなピ

ーカンの空の下、さわやかな汗をかきました。優

勝は篠田廣君、さすがアメリカ仕込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は、5月 14日（水）あまＲＣとの合同ゴル

フ大会を桑名ＣＣにて開催。現在、津島ＲＣ、あ

まＲＣとも 15名ずつエントリーしています。 

まだ、申込み追加できますよ。 

 
5月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 39 44 83 4 79 

2 位 幅 辰雄 49 47 96 14 82 

3 位 高木輝和 48 52 100 14 86 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

一宮中央 RC 5/4 水 一宮商工会議所(夜) 

一宮北 RC 5/16 金 一宮商工会議所 

名古屋みなと RC 5/16 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

尾西 RC 5/19 月 尾西信用金庫本店 

名古屋清須 RC 5/20 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

一宮中央 RC 5/21 水 一宮商工会議所(夜) 

名古屋北 RC 5/23 金 名古屋東急ホテル 

名古屋清須 RC 5/27 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 5/28 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 
 

↑各部屋に温泉付ホテルの前で 

←台北滬尾ＲＣ

の女性新入会

員にデレデレ

の津島ＲＣメ

ンバー。台湾に

も美人が多い

ようです。 


