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◆ 会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにちは。
昨日プレステージ
C.C で行われました
地区大会記念ポリオ
撲滅チャリティーゴ
ルフコンペに、江原
パス ト 会 長 ･ 安 濃パ
スト会長･若海幹事･
増元副幹事･中島雅樹会員･小暮会員と私の 7 人で参
加してきました。クラブを代表して参加して頂いた皆
さん、早朝よりお疲れ様でした。スコアはともかく
88 組、352 名の参加で一人 1,000 円のチャリティーが
ありましたので、それだけでも 35 万円以上の資金が
集まりました。10 月 24 日は「世界ポリオデー」でも
ありますので、今日は国際ロータリーとポリオ撲滅に
ついてお話ししたいと思います。
1988 年、国際ロータリーと世界保健機関（ＷＨＯ）
で「世界ポリオ撲滅推進活動」（ＧＰＥＩ）がスター
トしました。当時の症例数は 125 ヶ国・推定 35 万件
以上でした。先ず、ポリオと言う病気ですが、非常に
感染性の高い病気であり、特に感染し易いのは 5 歳未
満の子供です。日本では一般的に「小児まひ」と呼ば
れることもあります。ポリオウィルスは人から人へ感
染し、最も多いのは汚染水を通じた感染です。神経系
を侵すこともあり、これによって身体のまひを引き起
こします。治療法はありませんが、ポリオワクチン投
与で予防は可能です。スタートから 30 年、国際ロー
タリーではこれまで 25 億人以上の子供にワクチンを
投与する活動を行ってきました。今では野生型ポリオ
ウィルスの常在国はナイジェリア･パキスタン･アフ
ガニスタンのわずか 3 ヶ国になり、1988 年以来、発
症数は 99．9％減少するに至っています。しかしなが
らポリオを永久になくさない限り、感染リスクは世界
の子供たちに再燃してしまいます。これまでの地道な
努力により、あと少しでポリオを撲滅できるところま
で来ています。正にカウントダウンの時期を迎えてい
ます。30 周年を迎えた今年の 10 月 24 日に当時 国際
大会が行われたアメリカのフィラデルフィアで記念
すべき「国際ポリオデー」のイベントを開催します。

越谷 RC では、ロータリー財団のポリオプラス基金
に年会費より毎年 1 人 50 ドルの寄付を続けています。
ポリオワクチンは 1 人分 60 セント(約 70 円)だそうで
す。又、かのビルゲイツはビルゲイツ財団よりロータ
リーの寄付の 2 倍の寄付を約束しています。50 ドル
が 3 倍の 150 ドルの意味を持つわけです。我々ロータ
リークラブの画期的ポリオ撲滅活動を、完全撲滅まで
しっかりと続けて行きましょう。
以上をもちまして本日の会長挨拶とさせて頂きま
す。ありがとうございました。
◆ 幹事報告
若海宗承幹事
1、17 日(水)に越谷
市内小学校陸上競技
大会がしらこばと運
動公園競技場にて午
前 9 時より開会され
ます。第 8 グループ
を代表して大熊ガバ
ナー補佐が出席され
ます。
2、来週 23 日の例会は 28 日(日)に開催される第 44
回越谷市民まつりに振替の為、休会ですのでお間違え
のないようにお願いします。また市民まつり例会には
多くの皆様のご出席をお願い致します。
3、26 日(金)に地区グローバル補助金セミナーが浦和
コミセン:午後 6 時より受付にて開催されます。坂巻
邦夫会員と豊田会員が出席します。
4、27 日(土)に会長･幹事会がいなり家にて午後 6 時
から開催されます。
5、28 日(日)に第 2 回来日学生オリエンテーションが
ふれあいキューブにて午後 1 時より開催されます。ロ
マン君が出席します。
◆ 委員会報告
◎ 雑誌広報委員会
吉村総一委員長
本日、ロータリーの友の取材があるのでご協力お願
いします。また BOX にマイロータリー登録の説明書き
が入っている方は現在未登録の状態です。説明書きに
必要な三点セットが入っていますので、できる限りご
協力をお願いします。手続きは少々面倒なのでサポー
トが必要でしたら私か事務局までご連絡下さい。
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◎ 社会奉仕委員会
小暮直正委員長
28 日 越谷市民まつりのご案内です。集合場所につ
いては、会長幹事･社会奉仕委員は 7 時に市役所南側
駐車場。パレードに参加の方は 8 時 20 分越ヶ谷小学
校校庭集合、それ以外の方は 9 時半に市役所南側駐車
場です。反省会は 16 時半より万里の長城に集合でお
願いします。当日は黄色いベストの着用を忘れずにお
願いします。
◎ 親睦活動委員会
瀧田貴夫委員長
クリスマス例会の案内です。12 月 25 日東京ディズ
ニーランドホテルで実施予定ですので皆様奮ってご
参加下さい。ホテルの部屋を数部屋押さえてあるので
宿泊をご希望の方はご連絡下さい。宿泊すると対象エ
リアに少し早く入れます。また、越谷商工会議所を通
してディズニーリゾートのチケットを購入すると
1000 円の割引が受けられるので、この機会に是非ご
利用下さい。
◎ お知らせ
中里静博パスト会長
今週 19 日から徳之島町の 60 周年記念式典に参加さ
れる方は上着･ネクタイ着用でお願いします。集合は
午前 5 時半「浄音寺」です。遅刻等ないようにお願い
します。またチケットも忘れずにお願いします。
◆ 「米山月間に因んで」
◎ 中島美三郎米山記念奨学委員長
皆様こんにちは。今週は米山月間という事で、地区
委員の工藤さんとベトナムからの奨学生 ディンさん
に来てもらいました。このあと卓話をお願いします。
また米山記念奨学委員会は、地区では目標額 250 万円
と設定されています。このうち 5 千円は各人のクラブ
の会費から出させて頂いております。250 万円の内訳
は一人頭 2 万円で越谷は約 100 名の会員数ですので
250 万円との事です。本日までに 33 名から 2,442,500
円お預かりしています。残り 57,500 円で地区の目標
は達成ですが、300 万円というのが私の目標ですので
宜しくお願いします。米山記念奨学生が日本に来て良
かったと一人でも多く思ってもらえるようにご協力
をお願いします。尚、先週から今週にかけて吉澤行雄
会員･森田会員･深野会員からそれぞれ 3 万円を頂戴
した事を報告致します。
◎ 地区米山記念奨学増進委員 工藤篤志様
皆様こんにちは。所属は川口モーニング RC です。
本日は米山月間に因みこのような機会を設けて頂き
ありがとうございました。越谷では本年度米山記念奨
学生としてシュ･イエイさんをお引き受け頂きありが
とうございます。越谷 RC の米山記念奨学委員長の中
島さんにはカウンセラーを連続でお引き受け頂いて
おり大変感謝しております。また井橋パストガバナー
が前年度米山担当諮問であった事から大変お世話に
なりました。そして、あちらで知らん顔している齋藤
順彦さんにも地区で大変お世話になりました。そのよ

うな皆様の支えと伝統ある越谷 RC で卓話の機会をも
らいましたので、奨学生から 25 分ほど話をしてもら
って、その後 5 分ほど私からお願いと現状報告をさせ
てもらいます。
【地区からの報告とお願い】
2016~17 年度、非常に多くの寄付を頂きました。
本当にありがとうございました。個人平均寄付額の
目標を達成できるようにお願いします。当地区は全
国でも三位です。その甲斐あって、今年度 35 名の奨
学生の受け入れがあります。ただ次年度の奨学生の
受け入れは 33 名で 2 名減となります。こちらは個人
平均寄付額に加えて、寄付総額や寄付者率といった
要素も重視して決められています。当地区は、個人
平均寄付額は優秀なのに残念です。受け入れ人数の
決定にあたっては、寄付者率も重視されていますの
で皆様のご協力をお願いします。米山奨学生は、非
常に真面目な方が多く、日本と世界の架け橋になり
たいと頑張っています。米山奨学会は救貧型ではな
く知的貢献型です。これから世界に向かって活躍す
る方に勉強に励んでもらいたいという趣旨で活動し
ているものです。そしてロータリー活動にも理解を
示せるような学生を選んでいるつもりです。一人で
も多くの米山奨学生を迎え入れられるようにご協力
お願いします。本日はありがとうございました。

◎ 米山記念奨学生 ディンティズンさん
皆さんこんにちは。幸手 RC でお世話になっている
ディンと言います。本日は宜しくお願いします。これ
から卓話を始めます。
ア. 自己紹介
小さい頃の私の写真はどれか分かりますか？一番左
です。昔から自分自身でかわいいですねと褒めている
んですけど、今では全然褒められないので、残念でし
た(笑)。出身地はナムディンです。現在 共栄大学の
国際経営学部 4 年。観光ビジネスを勉強しています。
住んでいるのは東京の足立区。趣味は料理や音楽、バ
トミントンが大好きです。家族の紹介をします。両親。
兄が 3 人。妹一人と私で 7 人家族です。家族は多いで
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すけどすごく幸せです。
イ. 世話クラブ紹介
幸手 RC です。会員数 45 名。例会は毎週水曜日 12 時
半。埼玉りそな銀行幸手支店で行います。2017~18 年
度は三牧信吾会長。2018~19 年度は奈良俊一会長。カ
ウンセラーは岩上幸一さん。通常の例会は昼ですが、
たまに納涼例会があって夜に日本の伝統や文化につ
いて食事をしながら話ができてすごく勉強になりま
した。台湾から来た幸手クラブの青少年交換留学生の
ユンちゃんと休みの日にたまに遊びに行ったりしま
す。鎌倉と横浜に行ってきました。とても楽しかった
です。幸手 RC の活動として、交通安全パレードや靖
国神社や赤坂離宮の迎賓館に行きました。日本の伝統
に深い理解を得る事ができました。
ウ. 母国の紹介
ベトナムは東南アジアのインドシナ半島東部に位置
する社会主義共和制国家です。首都はハノイ。アルフ
ァベットのＳの形をしたのがベトナムで地図を書く
のは簡単です。人口は 9370 万人(2017)。公用語はベ
トナム語です。フランス語ではありません。ベトナム
には観光地がたくさんあります。ダナン･フエ･ホイア
ンが景勝地として有名です。ダナンには世界的で有名
な橋があります。竜が口から火を噴く橋や恋愛橋もあ
ります。この橋に鍵をかけるとカップルが幸せになる
と言われています。皆さんも是非行ってみて下さい。
またシンガポールという鯉からドラゴンへ換算する
(プロジェクターの表記ママ) 世界最長と高度差が世
界最高とギネス認定されているバナヒルズの観光自
然も有名です。フエは古都で、フエの王宮では世界無
形文化遺産に登録されているベトナム雅楽も有名で
す。フエに来たことありますか？（手を挙げた会員が
いたのを受けて）すごいですね。ホイアンの街並みの
写真です。伝統的なゲームや屋台が懐かしさを感じま
す。ベトナムの日本橋と言われています。ランタン祭
りが有名で、ミーケビーチも有名です。是非見に来て
下さい。グルメの紹介です。バンベオ･バンミバテ･
バンセオ･ブンボフエで殆どお米から作ります。これ
らは日本円でいくら位だと思いますか？200 円位で
すごく安くて美味しいです。
エ. 日本での留学生活
初めて来たときは大変だったけど、日本は交通機関が
発達して安全なので住みやすいです。
ベトナムと
比べて食品が高いです。果物が大好きなのですが、た
まにしか食べられません（涙）。
日本人は自分
の仕事に執着していて真面目にコツコツ働いている
精神をひしひしと感じています。日本での生活は毎日
が新鮮でした。色々な所に行って旅の思い出になりま
した。那須高原･日光に行きました。
オ. 大学の生活
ＪＡＬの旅行研修に行き、インターンシップでも勉強

しました。共栄大学は野球が強く、その応援にも行き
ました。学園祭ではベトナム料理を作って出店しまし
た。他のお店より売れ行きがよくて良かったです。
カ. 将来の目標
日本語力を高めていき旅行やビジネス、ＩＣＴなどの
多くの専門的な知識や技術を学ぶ事。英語スキルをよ
りアップする事。日本の観光ビジネスで求められるス
キルをしっかり身に着けて将来最高のおもてなし精
神を持ち世界各国からインバウンド客をお迎えでき
るような仕事に強く憧れています。また両国の架け橋
となれるように活躍していきたいです。
キ. 米山記念奨学生になってから
敬老会の奉仕活動に参加しました。ベトナムのアオザ
イを着て歌ったり、おじいさん･おばあさんと話して
暖かいぬくもりを感じました。親睦旅行ではカウンセ
ラーがいつもそばにいてくれて、すごく安心できまし
た。前から自分の夢でもありまして、日本にいるうち
に富士山には絶対登りたいと思っていたので、米山奨
学会開催の富士登山ができてよかったです。下りる時
にすごく足が痛くなったのですが、貴重な体験なので
あきらめることなく最後までできて、すごく自慢にな
りました。地区大会とクリスマスの時に韓国のダンス
をしました。うまくできないのですがよく頑張りまし
た。あと色々な奉仕活動に参加しました。日本の文化
は非常に興味深いです。奨学生で得られた大事な事は
様々な国の人々との出会いです。バイト時間を減らし、
学業に励む事ができ様々な人々と交流する事で日本
語が上達しました。
最後に現在こうして充実しているのは、ロータリー
クラブの皆様のお蔭で、本当に感謝申し上げます。こ
れからの学生生活の中でも、様々な事にチャレンジし
ていきながら、悔いのない生活を送り夢に向かって精
一杯頑張りたいと思います。今後とも宜しくお願いし
ます。
◆ ビジター･ゲスト紹介
地区米山記念奨学増進委員 工藤篤志様、
米山記念奨学生 ディンティズンさん、
ロータリーの友編集部 池辺史生様･佐藤 敬様、
越谷市観光協会 中村将義様･小出将寛様、
米山奨学生 朱 怡睿さん、交換留学生 ロマン君
◆ スマイル報告(敬称略)
＊楽しい取材に感謝します。/ロータリーの友 ライタ
ー 池辺史生様･写真家 佐藤 敬様
＊本日はお世話になります。/地区米山記念奨学増進
委員 工藤篤志様
＊①地区米山記念奨学増進委員 工藤篤志様ようこそ
越谷 RC へ。ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
②米山記念奨学生 ディンティズンさん卓話ありがと
う。これからもベトナムと日本の架け橋になって下さ
い。③地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ
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にご参加の皆様 早朝よりお疲れ様でした。/平田徳久 多数のロータリアンが出席して下さる事になり誠に
会長
ありがとうございます。/松田繁三
＊①地区米山記念奨学増進委員 工藤篤志様･米山記 ＊12 日~14 日にかけライラ研修地の屋久島を視察し
念奨学生 ディンティズンさん本日はありがとうござ てきました。24 時間の滞在でしたが素晴らしい自然
いました。②池辺さん･佐藤さん、越谷 RC の全国への の一端にふれる事ができました。会員の参加お待ちし
紹介を宜しくお願い致します。ロータリーの友 12 月 ております。＊10 月 2 日に初孫の女の子が生まれま
号が今から楽しみです。③昨日の地区大会記念ゴルフ した。感謝！/増元 晃
コンペへ参加されました皆様大変お疲れ様でした。7 ＊①工藤さん･ディンティズンさん卓話ありがとうご
時のスタートはさすがに早すぎて大変でしたね。/若 ざいます。私は明日からベトナム･カンボジアに行く
海宗承幹事
のでベトナムの情報助かりました。恋愛の橋には必ず
＊平田会長始め 7 名の会員が地区大会記念ゴルフコ 行ってきますね！②米山･R 財団とあると思いますが
ンペに越谷 RC を代表して競技されてご苦労様でした。 スマイルは毎週気軽にできるとても良いものですよ。
/坂巻幸次
どうぞ宜しくお願いします。/木村淳一
＊結婚祝いをありがとうございました。無事に金婚式 ＊①池辺史生様･佐藤 敬様 本日は例会に参加頂きあ
を迎える事ができました。/鈴木幹夫
りがとうございます。②委員会報告で言い忘れました。
＊①地区米山記念奨学増進委員 工藤篤志様 本日は マイロータリーに登録されている方も一年間アクセ
ご苦労様です。また奨学生のディンティズンさん卓話 スしないと再度 登録し直す必要があるようなので定
ありがとうございます。②ロータリーの友編集委員の 期的にアクセス下さい。/吉村総一
池辺様･佐藤様 本日はご苦労様です。/中島美三郎
＊親睦ゴルフコンペが 25 日に開催されます。お帰り
＊「ロータリーの友」スタッフの皆様ようこそ越谷 の際に登録料を事務局へ納入下さい。/瀧田貴夫
RC へ。例会をお楽しみ下さい。熱烈歓迎申し上げま ＊工藤篤志様･ディンティズンさん卓話誠にありがと
す。/新井 進
うございます。私も中島委員長のもと副委員長を仰せ
＊地区米山記念奨学増進委員 工藤篤志様･米山記念 つかっておりますので奨学金の増進に努めて参りた
奨学生 ディンティズンさん卓話ありがとうございま いと思います。また久しぶりの出席ですが宜しくお願
した。/須賀定吉
い申し上げます。/髙橋和彦
＊①地区米山記念奨学増進委員 工藤篤志様･米山記 ＊途中退席させて頂きます。失礼致します。/千阪弘
念奨学生 ディンティズンさん卓話ありがとうござい 敬
ました。②池辺史生様･佐藤 敬様 越谷の町へようこ
本日 32 件 53,000 円
累計 740,500 円
そ。越谷の PR 宜しくお願い致します。/江原武男
＊中島パスト会長 還暦の写真ありがとうございます。 ◆ 出席報告
でもまだ 60 歳とは思えません！/澤田裕二
本日出席率 63.33 ％ 会員数
98 名
＊①地区米山記念奨学増進委員 工藤篤志様ようこそ 出席者数
57 名 出席免除者数 19 名
越谷 RC へ。米山記念奨学生 ディンティズンさん卓話
ありがとうございます。②本日はロータリーの友 ラ
イター池辺様･写真家 佐藤様ようこそ越谷 RC へ。今
後共宜しくお願いします。/坂巻邦夫
＊ロータリーの友編集部 池辺様･佐藤様ようこそ越
谷 RC へお越し下さいました。ありがとうございます。
/中里静博
＊ディンティズンさん卓話ありがとうございます。日
本とベトナムの架け橋になる様頑張って下さい。/吉
野寛治
＊本日は R 財団寄付に森田会員から普通に 200 ドル頂
きありがとうございます。来月は R 財団月間ですので
ビシビシ皆様からご寄付を募るつもりですので欠席
なさらずにハイ喜んでの精神でお願いします。/豊田
高行
ソングリーダー デビューしました。
＊工藤篤志さんようこそいらっしゃいました。今日は
橋本佳明 会員
早退しないで最後までいますよ！/斎藤順彦
＊今週末は私の故郷 徳之島町の 60 周年記念式典に
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