
 

 









加藤

仁昭

副幹事

のでお招きを致しました｡ 僅かな時間ですがお話を伺いたい





小池

將夫

会長

と思います｡ スピーチはシンハラ語でされますので通訳の方





我等の生業




鈴木



をお願いしています｡

一男

様 (ワンワールド ワンピープル協会)



◎例会変更のお知らせ

チャンダニ

様

横浜鶴見西ロータリークラブ

パトマ

様

平成19年４月11日 (水)

米沢

様 (大学生)

克巳



点鐘

19：00

横浜あざみロータリークラブ
平成19年４月11日 (水) ⇒４月14日 (土)

◎３月23日より台湾滬尾ロータリークラブとの姉妹締結式と記
念植樹､ RI 第3520地区第２分区の ｢滬尾桜大道｣ プロジェ
クトの完成式典に参加を致しました｡ 淡水鎮､ 蔡鎮長､ 李会
長､ 林国際委員長､ 林特別代表はじめ会員と奥様方の熱烈歓

移動例会に変更
点鐘

11：00

例会場

みなとみらい線

迎をうけ､ 諸行事を無事終えて帰国致しました｡ 公式訪問の

神奈川西ロータリークラブ

詳細につきましては今泉国際奉仕委員長より報告があると思

平成19年４月26日 (木)

います｡ 今回の公式訪問に参加をいただいた吉田エレクトご

創立記念例会

点鐘

新高島駅

駅構内会議室

夜間例会

18：00

夫妻､ 加藤副幹事ご夫妻､ 田邊会員 (PP)､ 矢野会員､ 飯田
会員､ 伊東会員､ 今泉国際委員長に改めてお礼を申し上げま
す｡ 大変お疲れ様でした｡



◎さて､ 本日はインフォーマルミーティングで ｢国際奉仕｣ が
テーマです｡ 私たちのクラブがここ数年､ スリランカへ教育





施設である幼稚園の寄贈､ 水支援の為の井戸の寄贈､ 識字率





向上の為の翻訳絵本の寄贈を行なって参りました｡

#
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本日､ 丁度スリランカで私たちの寄贈した絵本を使ってい
ただいている幼稚園の先生お二人が日本に来られております
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３月23日､ 台北滬尾ロータリークラブとの姉妹締結のため､
小池会長はじめ 12 名が台湾を公式訪問しました｡ (この詳細に

本日は夜間例会で､ 台北滬尾ロータリークラブの公式訪問の

ついては本週報の後段で報告)

報告､ および､ 私達が贈りましたスリランカの幼稚園の先生方
滬尾ロータリークラブより､ 写真の立派な茶器のセットを､

をお迎えして､ その後の情勢報告をいただきました｡

また､ 神奈川東ロータリークラブの全会員に台湾のお茶をおみ
やげにいただきました｡
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 台湾公式訪問参加の皆様､ 大変お疲れ様でした｡
次週の例会､ 公務 (狂犬病予防注射従事) のため､ 例会を欠席
させていただきます｡ 大西副会長よろしくお願いします｡
 会長､ 国際奉仕委員長はじめ､ 台北滬尾ロータリー
クラブ公式訪問ご参加の皆様ご苦労様でした｡


 訪台の皆様お疲れ様でした｡ あい変わらずの､ カ

ンペーカンペーだったそうで…

田邊さん先日はありがとうご

456(789:;8<=>?(@ABCDEFGBCH
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○日本に来て一番びっくりした事は､ 日本の人達はとても親切
で時間をきちんと守って５分前には皆集まり､ とても勤勉で
あることに驚きました｡

ざいました｡

それと､ 日本の子供達は先生の話を静かに聞いていて､ 何か



質問すると ｢ハイ｣ と手を上げてきちんと答えます｡ 日本の

 お忙しいところ多くの方々にご列席をいただきあ

りがとうございました｡

先生方は ｢すごい｣ どうすればそのようになるのかと感心し

  本日所用により欠席致します｡ 申し訳ありません｡

ました｡



 今日は風が強くて朝から鼻がムズムズしていま

先日お贈りいただきました､ フェイリスの学生さん達が翻訳
していただいた ｢絵本｣ をスリランカの子供達は､ 喜んで毎

す｡ 桜も散りはじめているところもありました｡

日楽しく見ています｡

!"# 台湾訪問の皆様､ お疲れ様でした｡

日本に滞在している間､ 日本の各地を訪問させていただきま

$

したが､ 広島・長崎は先の戦争でかなりひどいダメージを受

%& ワンワールド・ワンピープルの鈴木先生､ スリラ

けたにもかかわらずこんな短期間ですばらしい国を造ってい

ンカの皆様､ よくいらっしゃいました｡
t`au
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ましたことは驚きました｡
dVw
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私達も､ 日本で見たこと､ 学んだ事をスリランカの人々に伝

[w
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えていきたいと思います｡ 本日は大変ありがとうございまし
た｡
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３月23日午前９時20分発の台北行き EL2103 便の飛行機にて
小池会長以下12名の台湾公式訪問団が予定通り現地時間12時25
分に台北国際空港に到着致しました｡
空港ロビーには滬尾ロータリークラブの李会長はじめ林国際
委員長､ おなじみの林錫卿さんが笑顔で出迎えてくれました｡
早速､ 歓迎の横断幕が張られ､ 記念撮影です｡ バスの到着遅れ
のトラブルがありましたが無事バスにて､ まっすぐ淡水へと向
かいました｡
淡水平和公園に到着すると､ 淡水鎮の行政長の蔡鎮長はじめ
報道陣が待っていました｡ 早速､ 三春滝桜子孫木の贈呈及び記
念植樹のセレモニーが行われました｡
蔡鎮長より､ この度の桜の贈呈を受けて､ 日本の大切な桜を
しかも海外植樹はオランダに続いて２例目であることを､ 喜ば
れ感謝と歓迎の言葉がありました｡
この桜を日台友好の象徴として大切に育てていくとのことで
した｡ 蔡鎮長より記念品の贈呈があり､ その後､ 李会長の挨拶
そして小池会長の挨拶と続きました｡
三春町から贈られた記念のプレートを小池会長より､ 李会長
に贈り､ 同時に両会長より蔡鎮長に贈呈されました｡
また同じく三春町からいただいた満開の ｢三春滝桜｣ の写真
が小池会長から､ 李会長に贈られました｡

会場には RI3520 地区第二分区の台北東區扶輪社､ 台北市大
仁扶輪社､ 台北博愛扶輪社､ 台北仁愛扶輪社の代表の方々そし
て台北滬尾クラブのおなじみの方々が出迎えてくれました｡
締結式典は､ 地区ガバナー挨拶から始まって分区代表挨拶と
続き､ 台北滬尾クラブ李会長挨拶そして神奈川東クラブ小池会
長挨拶と続きました｡ そして調印式､ 両会長､ 両国際委員長､
両幹事とそれぞれ署名捺印をし､ 記念品の交換が行われました｡
その後は､ 滬尾クラブの劉会員の奥様が､ 日本舞踊で締結を
祝福してくれました｡ 後はおなじみの乾杯､ 乾杯の連続で､ ど
のテーブルも賑やかに盛り上がりました｡
約３時間ほどで式典宴会を終了し､ その日はホテルに帰還し
ました｡

子孫木５本はあらかじめ公園の一角に植えられており､ すで

翌24日は８時15分､ バスにて全員が再び淡水に向かいました｡

に３〜４センチの新芽が出ており､ しっかりと台湾に根付いた

この日は RI3520 地区第２分区の滬尾桜花大道プロジェクトの

ようです｡ １年間の植物検疫は農業省より淡水鎮に委託する形

記念碑完成の除幕式に参加しました｡

で行うようです｡
５つのスコップが赤のリボン付で用意され蔡鎮長と両会長､
国際委員長で日本の鍬入れの形で行い５人でエイ､ エイ､ エー
イと掛け声をかけながら執り行いました｡
その後､ 報道陣から蔡鎮長､ 李会長､ 小池会長にインタビュー

最初に除幕式があり､ 高さ２メートルほどの記念碑に ｢滬尾
桜花大道｣ と記されその横には我が神奈川東クラブの名前が
｢日本神奈川東扶輪社｣ と記されていました｡
それから約２キロ弱の桜並木道を第２分区の会員とその家族
とともに坂上に向かって歩きました｡ 途中､ 我が神奈川東クラ
ブより寄贈した桜は赤の札がつけられ､ ソメイヨシノが木によっ

がありました｡
その後､ バスで台北に戻り､ 台北晶華酒店､ 台北國賓大飯店
にチェックイン､ 夕方に姉妹クラブ締結式典の行われる六福皇
宮大飯店に向かいました｡
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ては､ ぱらぱらと咲いているといった風情でしたが来年はきれ
いな桜並木が見られることでしょう｡
並木道の頂上では､ 簡単な野外の式典会場が設けられ､ 式典
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で､ 蔡鎮長と各クラブの代表の挨拶があり､ 後に小池会長が挨

さんの淡水河に面したレストランで歓迎会となりました｡

拶､ 同時に我が神奈川東クラブより日本円20万円を贈りました｡

ここで再び､ 乾杯､ 乾杯となり昼から飲み続けて体が酒で一

桜並木は台湾桜と吉野桜の混植で､ 台湾桜の方が大分先に咲く

杯になってその後の記憶がいまいち定かでないような状態､ 夜

ようです｡

９時過ぎにやっと歓迎会も終わりとなり熱烈歓迎を受けた今回

その後､ 山を降りて､ 昼食パーティの会場に移動し､ 食事と
共に､ 乾杯､ 乾杯の賑やかなパーティとなりました｡
当初は夕食はわれわれのみでする予定でしたが､ 夜も我々の
為に歓迎会をセットしているということで､ 夕方からは林錫卿

の公式行事がすべて終了しました｡
私たちの訪台に際し､ 歓迎いただいた李会長､ 林国際委員長､
林特別代表はじめ会員や会員の奥様方に心から感謝を申し上げ
ます｡
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