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◆会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにちは。
先ずは、18 日~19 日
に行われました親睦
旅行に 23 名の皆さん
にご参加を頂きあり
がとうございました。
何とかお天気にも恵
まれ、また個人的には
なかなか訪問出来ない、伊勢神宮内宮の「特別参拝」
や「御神楽」
、山田工作所の見学、そして非公開の「三
井家発祥の地」
、松坂「和田金」
、翌日はおかげ横丁の
「豚捨」と、うまいもの尽くしで内容的にも大変充実
した思い出に残るツアーでした。これも瀧田委員長始
め親睦活動委員会の皆さんのきめ細やかな計画立案
の賜物と心から感謝御礼申し上げます。そして高橋和
彦会員･牛久会員のお力添えにも感謝申し上げます。
私事ではありますが、前職の三井生命を離れて 10 年。
時代変化の激しい今にあって 10 年前は大昔となりま
すが、三井家発祥の地訪問は初めてであり大変感激致
しました。
話は変わりますが、今日はこの後「ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC
創立 60 周年記念式典」報告がありますが、折角の機
会ですので越谷 RC とｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の姉妹クラブの
歴史を振り返りたいと思います。BOX に式典におけ
る私の越谷 RC 第 58 代会長としての祝辞をお入れし
てありますので参考にして頂ければと思います。第 1
回調印は 1992 年 3 月 14 日にオーストラリアにて、
瀧田会員のお父さんの瀧田大樹郎会長の時でした。以
来 7 回の調印を経て 26 年の永きに亘り姉妹クラブの
関係にあります。
この間、一緒に多くのプロジェクトを成し遂げて来
ました。
１．ウエスタン・シドニー大学、キャンベルタウンキ
ャンパスのロータリー天文台事業。今回もその天文台
を見て来ました。
２．1998 年に発生した大規模な山火事のあと、ケン
トリン農村消防隊に対し越谷 RC からの緊急用設備
の寄付。
３．越谷 RC40 周年記念に対するワラビーの贈呈。

４．そして忘れもしない 2011 年 3 月の東日本大震災
に対するｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC からの心温まる激励と支援金。
５．同年の越谷 RC 創立 50 周年記念式典は、東日本
大震災のため取り止めましたが、ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC から
は励ましを込め、記念に残るオーストラリアらしい木
製の大きなベンチを頂きました。例会場の入り口にあ
るものです。こと左様に私たちは素晴らしい友情を築
き上げて来たわけです。これからもお互いの理解と尊
重の中で、更に進化し･発展した姉妹クラブ関係を築
いて行かねばと思います。どうぞこれまでの歴史を再
認識しながら、吉野国際奉仕委員長の報告をお聞き頂
ければと思います。
最後に今朝の新聞各紙は、日産自動車のカルロス･
ゴーン会長の「有価証券報告書の虚偽記載による金融
商品取締法違反容疑で逮捕」の記事で満載でした。今
後の展開はわかりませんが、私の感じました事は、
「奢
れるもの久からず」と「実ほど頭を垂れる稲穂かな」
であります。今後の生き様に改めて活かしていきたい
と思いました。
以上をもちまして、本日の会長挨拶と致します。
◆理事会報告並びに幹事報告
若海宗承幹事
第 5 回定例理事会報告（平成 30 年 11 月 13 日）
1、12 月のプログラ
ムが承認されました。
1 月のプログラムは
継続審議中です。
2、1 月 8 日(火)に新
年夜間例会を福寿家
にて開催する事が承
認されました。
3、7 月から 9 月までの会計報告がなされ承認されま
した。報告書を BOX にお入れしましたのでご確認下
さい。
4、今年度の I･M が 1 月 26 日(火)にギャザホールに
て午後 2 時より開催される事と地区より次年度青少
年交換留学生の受け入れの要請があった事が報告さ
れました。
5、4 月 2 日(火)に花見夜間例会が予定されていました
が、会場の都合で 3 日(水)に変更される事が承認され
ました。
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2806 回例会 幹事報告
1、22 日(木)にロータリー教育賞授与式がコミセンに
て午後 3 時より開催されます。平田会長･坂巻会長エ
レクト･小暮社会奉仕委員長が出席します。
2、23 日(金)に浦和北 RC 主催の見沼田んぼにて農園
体験会が開催されます。ロマン君が参加します。
3、29 日(木)に 2770 地区主催のポリオ撲滅カウント
ダウンチャリティーコンサートが彩の国さいたま芸
術劇場にて午後 6 時 30 分より開催されます。クラブ
にてチケットを 20 枚ご用意しましたので、チケット
希望の方は事務局までお申し出下さい。
4、第 8 グループの会員名簿が届きましたので BOX
にお入れしました。ご確認下さい。
◆委員会報告
◎国際奉仕委員会
吉野寛治委員長
国際大会 20 名の参加表明の皆様、登録料等の支払
を今月中にお願いします。
◎親睦活動委員会
瀧田貴夫委員長
①親睦旅行のお伊勢参りでは、三井家発祥の地で、非
公開の場所･普段は見せない場所･聞けない話が聞け
ました。11 年前にも伊勢に行っていますが、今回は
遷宮の 15 年前の様子が見る事ができました。15 年後
の遷宮にも是非行きたいと思います。②クリスマス例
会の出欠は、今週が締め切りですので宜しくお願いし
ます。③花見例会予定が、会場の都合により 4 月 2
日から 4 月 3 日に変更になっています。
◎米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
本日、川口会員から 2 万円頂戴しました。現在 40
名の方からもらっています。あと 58 名、宜しくご協
力願います。
◎ロータリー財団委員会
豊田高行委員長
今日は 12 名の方から 200 ドル頂きました。多くの
会員から今後の寄付の約束を取り付けております。企
業会員の方も、久々の出席の方も大きな心で寄付をお
願いします。
◆米山記念奨学会感謝状授与
平田徳久会長
米山功労クラブ 50 回目「越谷ロータリークラブ」
米山功労者マルチプル 3 回目「松田繁三会員」
〃
〃
2 回目「平田徳久会長」
米山功労者
「大野保司会員」

◆挨拶 地区青少年交換委員長
鈴木伸雄様
皆さんこんにちは。
一年ぶりにお邪魔させ
てもらっています。昨
年は会計担当、今年は
青少年交換委員長とし
て参加させてもらいま
した。いつ来ても越谷
RC は、その人数の多
さと活気で沸き立つ雰囲気が本当にいいなと思いま
す。春日部イブニングは、人数が少ないので羨ましい
限りです。本年も厚かましくも青少年交換留学生スポ
ンサーのお願いに来ました。ロータリーはクラブが基
本で、地区やＲＩはクラブ事業の活性化のために存在
します。そこで青少年活性化プログラムを、是非クラ
ブ事業活性化のために使って頂きたいと思います。ク
ラブの活性化がなければロータリーの活性化はなく、
言うなれば我々一ロータリアンの楽しみもなくなっ
てしまう。そういう意味で色々なロータリーのプログ
ラムがある中で青少年交換プログラムのサポートを、
本年も、そして次年度もお願いしたいと思います。お
願いしたい学生の応募用紙も持ってきていますので
是非ご検討下さい。機会があれば、また寄らせてもら
いたいと思いますので、お会いした時は「やあ」と声
をかけて頂けたらと思います。本日はどうもありがと
うございました。
◆挨拶
◎文教大学RAC会長袁 斌さん
本日はありがとうございます。先日の市民まつりに
おいては皆様から多大な協力を頂きありがとうござ
いました。好評の水餃子とバザーを開催し結果、会計
報 告 は バ ザ ー 42,000 円 ・ 水 餃 子 68,000 円 ＝ 計
110,000 円の売り上げでした。これらの売上は、今後
の活動費として活用させてもらいます。多くの皆様が
心を寄せてくれた事に感謝するとともに今後も心に
かけて頂きますようお願いします。
◎文教大学RAC幹事ウスガラさん
皆さんこんにちは。市民まつりでは皆様から本当に
多くの協力を頂き、成功に終わりました。本当にあり
がとうございました。
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◆ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 周年の報告
＊帰国時には、通関でボディーチェックを受けた人･
吉野寛治国際奉仕委員長
バッグを忘れた人等、色々なハプニングはありました
（１）11 月 3 日の越
が、みんな無事に帰ってくる事ができました。報告は
谷市政 60 周年を終
以上です。
えると同時にシドニ
◆ビジター･ゲスト紹介
ーに発ち 7 日に帰っ
地区青少年交換委員長鈴木伸雄様、
て参りました。ｷｬﾝﾍﾞ
文教大学 RAC 会長袁 斌さん･幹事ウスガラさん、
ﾙﾀｳﾝ RC が 19 名に対
米山奨学生朱 怡睿さん、交換留学生ロマン君
し、越谷の使節団が
◆スマイル報告(敬称略)
15 名。もう少し多い
＊①地区青少年交換委員長鈴木様ようこそ越谷 RC
とｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC よりも人数が多くなってしまうので、 へ。今後共ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
この人数で行ってまいりました。
②吉野国際奉仕委員長「ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 創立 60 周年」
（２）結団式を飛行場で行い、そのままシドニーに旅 報告ありがとうございました。マニラ、ドイツも宜し
立ちました。飛行機はＪＡＬです。夜に出て朝 6 時 くお願いします。③親睦旅行ご参加の皆さんお疲れ様
40 分に到着しました。例によりｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC のお迎 でした。お陰様で思い出に残る楽しい旅行となりまし
えがあり、市内観光（観光名所とショッピング）をし た。/平田徳久会長
ました。現地は思ったよりも気候が暑くて、若海幹事 ＊①鈴木地区青少年交換委員長本日はようこそ越谷
はすぐにＴシャツを買っていました。中国の観光団の RC へお越し下さいました。②吉野国際奉仕委員長帰
方の人数が多く、彼らは団体写真の後に続けて個人写 国報告ありがとうございました。平田会長の素晴らし
真を撮っていた事から、私たちは隙をついて記念写真 いステップをクリスマス例会で是非もう一度見たい
をとっていました。記念写真に写っているのは越谷南 ものです。③瀧田委員長始め親睦活動委員会の皆様親
RC の清田さんです。ショッピングでは、アグーブー 睦旅行の準備から当日の設営までありがとうござい
ツのアグーを豚と近藤会員は勘違いして奥様に電話 ました。/若海宗承幹事
で笑われていました。食事はｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ唯一のオリエ ＊地区青少年交換委員長鈴木様ようこそ越谷 RC へ。
ンタルフート゛の店でとり、若海幹事が卵かけご飯を ごゆっくりしていって下さい。本日都合により早退致
頼んで満足そうに食べていました。諸外国では生卵を します。/中島美三郎
食べるのは野蛮人というイメージがあるので、周囲に ＊①吉野国際奉仕委員長ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 周年の報
その姿を見られずによかったです。
告･説明ご苦労様でした。②地親睦旅行では親睦活動
（３）翌日は式典で、式典前にダムとビーチを観光し 委員会の皆様に大変お世話頂きありがとうございま
食事をしました。サーモンやイカを頼んだ人、ステー した。和田金の昼食は大変美味しかったです。/山田
キを頼んだ人、それぞれいましたが、やはりシーフー 二三夫
ドの方が美味しかったという話もありました。その後、 ＊親睦旅行ではお世話になりました。/石河秀夫
高台で湾を守っていた砲台の跡地を見学し式典に参 ＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC に訪問された皆様ご苦労様でした。/
加しました。式典では写真のスライドがあったのです 須賀定吉
が 20％くらいが越谷 RC の会長やメンバーが写って ＊①吉野国際奉仕委員長始めｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 周年に
いる写真でした。江原パストも写っています。バナー ご参加の皆様お疲れ様でした。②来週の例会は八潮
交換ではこちらのバナーを忘れていたのですが、ｷｬﾝ RC から卓話をお願いされているので行ってきます。
ﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC で用意してくれていたお蔭で無事できま 中島ＰＰ･中島雅樹会員･森田会員も随行して頂きま
した。式典は和やかな中で厳粛に行いました。式典後 すので宜しくお願いします。/江原武男
は歌って踊っての交流もあり、地下のカジノバーで式 ＊①吉野国際奉仕委員長ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 週年の報告
典の反省会も開かれました。
ありがとうございました。②親睦旅行では瀧田委員長
（４）その翌日、ウェストシドニー大学のｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ 始め親睦活動委員会の皆様大変お世話になりました。
校の天文台へ行きました。天文台の周囲の宅地開発が /澤田裕二
進んでいるため、将来的には移動も視野に入れている ＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 周年の楽しい報告ありがとうござ
ようです。越谷パークにも行き越谷 RC メンバーの いました。/坂巻邦夫
色々な名前が刻まれたプレートがありました。日本風 ＊①地区青少年交換委員長鈴木様ようこそ越谷 RC
にアレンジされたティーハウスにも行きました。その へ。今後もご指導のほど宜しくお願い致します。②伊
後、シドニーに帰り最後のお別れの会食をしました。 勢神宮での特別参拝は素晴らしい経験でした。ご一緒
最後の晩餐の後、さらにラーメンを食べに行った人も の皆様に感謝致します。/森 仁三
いました。
＊地区青少年交換委員長鈴木さん今日はようこそお
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越し下さいました。マーシャの時はお世話になりまし
た。大変でした。/中里静博
＊お陰様でｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 周年無事に報告できまし
た。国際大会･フィリピンも宜しくお願いします。/
吉野寛治
＊委員会報告で言い忘れました。割烹「若松」の清水
会員から 200 ドル頂いております。それと確約者の 2
名も抜けていました。横家会員･大塚会員です。本日
は多くの皆様にご寄付頂きありがとうございます。次
週の例会までは R 財団月間ですので確約の方は必ず
出席頂きご寄付をお願いします。/豊田高行
＊瀧田委員長始め親睦活動委員会の皆様色々ありが
とうございました。楽しい 2 日間を過ごす事ができま
した。/斉藤順彦
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 訪問団の皆様お疲れ様でした。ライ
ンで見る限り木村会員に振り回されてﾐｯｼｮﾝｲﾝﾎﾟｯｼﾌﾞ
ﾙになったかなぁ~と思ったのですが、任務遂行良かっ
たですね！/松田繁三
＊地区青少年交換委員長鈴木様本日はご苦労様です。
また地区ではお世話になりありがとうございます。/
増元 晃
＊本日、早退させて頂きます。/飯塚忠幸
＊①吉野国際奉仕委員長ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 周年の報告
ありがとうございました。お陰様で楽しい旅になりま
した。②瀧田委員長始め親睦活動委員会の皆様親睦旅
行ありがとうございました。/木村淳一
＊親睦旅行にご参加頂きました皆様ありがとうござ
いました。/大沢日出夫
＊①地区青少年交換委員長鈴木様私が出向させて頂
いていた時はお世話になりました。②楽しく･ために
なる親睦旅行より無事に戻って参りました。ご参加頂
きました皆様ありがとうございました。/瀧田貴夫
＊瀧田委員長始め親睦活動委員会の皆様旅行お疲れ
様でした。思い出に残る楽しい旅行でした。ありがと
うございました。/小暮直正
＊吉野委員長始めｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 周年にご参加の皆
様大変お世話になりました。卵かけご飯はやっぱり日
本がいいと思います。/山田託也
＊親睦旅行に参加された皆様大変楽しかったです。瀧
田委員長始め親睦活動委員会の皆様お疲れ様でした。
これからも頑張って下さい。/西村直樹
＊吉野国際奉仕委員長楽しい報告ありがとうござい
ました。ロータリアンとして一度は訪れたいと思いま
す。/井橋英蔵
＊親睦旅行楽しく過ごせました。ご協力ありがとうご
ざいました。/牛久祐一
本日 35 件 35,000 円
累計 931,500 円
◆出席報告
本日出席率 62.50％ 会員数 98 名
出席者数 55 名 出席免除者数 19 名
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