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【会長あいさつ】

遠山幹事
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皆さんこんにちは
今日は先日韓国ソウル国際大会に出席されました木村一、
中村直弘、長澤幸義の皆さんの報告会です。親睦旅行を兼て
27 名で参りました。詳しい内容は今日の報告を楽しみにして
6 月 11 日にＲＩ規定審議会の報告会に瀬尾エレクト、次年度ク
ラブ研修リーダーの池田さんと私中島で出席して参りました。田
村亮夫ＰＤＧがＲＩ規定審議委員代表議員とのことで約1時間くら
いの説明があり細則などが大幅に変更されました。
来週 23 日にクラブ総会を開くように皆さんにはご連絡致しまし
たが詳しい内容は時間の都合上やめますが、早急に変更をし
てほしいとの田村亮夫ＰＤＧからの発信でしたが今まだいろい
ろと問題が出てきたそうです。その内容は 23 日にご説明申し上
げます
話は変わりますがオリンピックでスポーツ紙は毎日盛り上が
っておりますが選手の皆さんに、水を差すような話です。
東京都知事が辞任され、世界的に恥ずかしい話です。もっとし
っかりした行動をお願いしたいなーと思っております。
同じスポーツですがアメリカ大リーグで活躍しているいちろう
選手です、年齢的にプロ選手として限界に近い時期ですが良く
頑張っており影ながら応援をしております。

①5 月 21、22 日開催された ” 越谷 葱 FES 2016 ” のお
礼状が届いております。2日で 4,000人の来場者があり、大盛
況に終り、来年は一番、葱の美味しい時期の 1 月28、29 日に
開催予定されております。
その節も宜しくお願いします と届いております。
②ご案内の通り、本日、例会終了後、臨時理事会を開催しま
すので理事役員の皆様、宜しくお願いします
【委員会報告】
青少年奉仕委員会
地区より受入の感謝状を頂きました。

2016-17 年度
青少年交換派遣学生大野さくらさんとカウンセラー
次に、５月２８日、ロータリーは、日本政府によるポリオ撲
滅活動への多大なる貢献を称え、安倍晋三首相にポリオ撲滅
推進厚労賞を授与することに成りました。
ポリオ撲滅活動に対し、1988 年以来、日本政府は実に、５５
３億円を寄付しており各国政府からの寄付においては、世界
第３位を誇ります。
１９８８年当時、年間３５万件あった発症数は、２０１４年
には４００件以下にまで減少しており、現在では、あと３か
国のみとなっています。
今年中には 0 国になるそうです。
このようなポリオ撲滅に対して日本も大きく貢献してきたと
言えます。

【３分間スピーチ】 岩淵ロータリー情報委員長

メールの内容は以上ですが、ロータリー情報は３年委員会で
すので、委員会に所属してから、３年間、2 人の委員さん、
に助けられながら無事に過ごす事が出来ました
有難うございました。
次年度は、小林委員長、染谷副委員長、中島委員のみなさん
が引き継ぎます。
宜しくお願い致します。
【国際大会報告】

年度最後の３分間スピーチを致します。
５月３１日ソウル世界大会より帰国
翌日、６月１日パソコンを開くと、ＲＩロータリー財団から
のメールでした。開けてみると、
「アフリカで野生型ポリオの
無発生期間が、
丸１年を経過」
と言う見出しが出ていました。
今日は、皆さんにその報告をしたいと思います。
ニュースから紹介いたします、先ず世界最大のＣＭという記
事です
1. 香港の俳優ジャッキー・チェンが、ポリオ撲滅を歴史に
刻むためＣＭに出演
するそうです。
2. 次にポリオ撲滅に向けてロータリーとゲイツ財団がパー
トナーシップを
拡大ロータリーのポリオ撲滅活動に寄付すると、ゲイツ
財団から２倍の寄付額
が追加されるそうです。
3. アフリカの企業家が見せたポリオ撲滅への熱い思いと言
う記事です。
ナイジェリアのロータリーアン、エメカ・オファー氏が
ロータリーのポリオ
撲滅活動に 100 万ドルを寄付したそうです。

韓国訪問について 3 名での報告ということで、私がガバナー
ナイト、木村国際奉仕委員長が国際大会、長澤親睦副委員長
が親睦旅行という分担で報告させて頂きます。
5 月 28 日(土)の夜にガバナーナイトが開催されましたが、
日本出発は当日の朝でした。前日羽田で発生した大韓航空機
の出火事故の影響が心配されましたが、羽田組は順調に移動
できたそうです。成田組は仁川空港についてからの入国審査
で時間がかかり、
20～30 分ほどの遅れが発生し慌しい移動と
なりました。入国審査では世界各国のロータリアンが行列を
作っており、改めてロータリークラブが世界的な組織である
ことを実感しました。
韓国に到着してまずは国際大会会場の KINTEX へ行き、
登録受理メールとパスポートを見せ、
国際大会ID登録証と、
記念品として国際大会記念バッジと紅茶(ラビンドラン RI 会
長がスリランカのティーバッグ印刷工場を経営しているとい
うことで)をもらいました。
ガイドさんによると、KINTEX はアジアで 5 番目の規模

の国際展示場とのことです。気になったので後ほど調べたと
ころ、それでも世界では 51 番目という資料がありました。
日本のビッグサイトはアジアで 17 番目、世界では 73 番目と
いうことです。ある展示会ビジネスの社長によると、ビッグ
サイトも幕張メッセも連日フル稼働で多くの出展を断ってい
る状況にあり、日本は国内、国際的な商談機会を逸している
とのことでした。
KINTEX でもバスがなかなか停められなかったり、交通渋
滞もありましたが、羽田組との合流して、なんとか時間通り
の 16:30 にガバナーナイト会場であるインペリアルパレスホ
テルに到着することができました。
18:30 のガバナーナイト開始に向け、越谷南 RC 会員及び
次年度地区スタッフは受付、
設営、
出迎えなどを行いました。
500 人の規模の会場が埋まるほどの出席者で、日本での地区
の行事でもここまでの光景は見たことが無かったので圧倒さ
れました。事前から心構えをしていたことですが、今回も当
日キャンセルと当日出席が 5 名ほどあり、調整役である上尾
西 RC(次年度地区副幹事、次々年度地区幹事)の本田さんを中
心に対応に追われるなど慌しい状況でしたが、無事開催に辿
り着きました。
ガバナーナイト自体は私はセレモニー中は受付におりまし
たが、プログラムによると井原ガバナーご夫妻から浅水ガバ
ナーエレクトご夫妻へ、今年度地区幹事の木村さんから次年
度地区幹事の染谷さんへの激励や贈り物贈呈など、引継ぎ式
のような内容でした。セレモニー、懇親会と順調に終わり、
最後に恒例の「手に手つないで」を合唱しましたが、私は初
めてのソングリーダー(補佐)を、メインの大熊会員、サブの
田中由佳会員と 3 人でやりましたが、思っていた以上に難し
く今後大熊さんからレクチャーを受けたいと思いました。
韓国 1 日目は日本からの移動、国際大会登録、ガバナーナ
イトと忙しい内容でしたが、皆様のご協力のおかげで大きな
トラブルも無く全てが無事に終了しました。

【スマイル報告】
※青少年派遣学生大野様、ディペンドラさんようこそ。
奥野会員・中内会員・水町会員・瀬尾会員
※お客様ようこそ。
吉田会員・石野会員・石田会員・池田会員・本田会員
※お客様ようこそ国際大会報告ありがとうございます。
神谷会員・加藤会員・赤松会員・岩淵会員・中野会員
金野会員・飯泉会員・石塚会員・清田会員・荒井会員
小林(光)会員・田中(由)会員・濱野会員・海野会員
※韓国の報告を聞いて下さいましてありがとうございます。
中村会員
※国際大会 ご清聴ありがとうございました。 長澤会員
※深井・神谷さん温泉楽しかった。岡田会員
※先日、山梨方面に富士山を見に行ったが、見えなかった
深井会員
※急用のため早退します
石野会員
※大野さくらさん留学すると必ず太って帰ります。おいしい
ものを食べすぎないように
遠山会員
※次期出席委員として金野さんサポート宜しくお願いします
田中誠会員
※一年間例会運営にご協力ありがとうございました。来週休
みますが、先にお礼致します。まだ、２回ありますので、
宜しくです。
仁多見会員
※梅雨時です。体調に気を付けてください。
【出席報告】
例 会 日
会 員 数
出席免除者
出 席 率
MU 修正率

中島会長

平成２8 年 ６月 2 日
５4 名
出席
３2 名
1４名
欠席
22 名
64％ 前々回 MU
15 名
73％

――――― クラブプロフィール ――――
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【例
会
日 】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

ソウビョ：王様の魂を収めている

西五陵 ： 王様お墓

パワースポット：お金持ちになれると噂

電車： 北朝鮮と韓国を走っていた汽車

最終日：南大門の屋台
川の向こうは北朝鮮

自由の橋：北朝鮮と韓国を結んでいた橋

木村パワー充電中

【写真提供：長澤会員】

