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11 月 6 日)

柴田譲会長
国歌斉唱・奉仕の理想
清水(武)会員 田端会員

出席報告 出席向上委員会 < 小幡直樹 委員長 >
会員数
23 名

出席者数
20 名

出席率
95.65 ％

会長の時間

柴田 譲 会長
今日のコロナ感染対策について、私達は、10
か月を経過して今現在コロナ対策をどう受けと
めれば良いのか？
標題の如く、私達のク
ラブ活動に好むと好
まざるとに拘わらず影
響を与えているコロナ
ウイルスに対し、私達
は今現在どの様に受
けとめるべきでしょう
か？
過日、日本経済新聞
の 10 月 10 日付けに
興味深いコラムとグラ
フが掲載されておりま
した。そのグラフを皆様に見ていただきます。
グラフの上段、緊急事態宣言時から 10 月までの国内
の新規感染者数と、下段はその時期の時系列での死
亡数を表しております。
特徴的なことは、感染者数が緊急事態宣言から 10 月
までの間で大概 2 倍になっている状況下で、下段の
死亡者数が緊急事態宣言時と比べて 7 月～8 月時が

例会の記録

日本経済新聞ｵﾋﾟﾆｵﾝより(10 月 10 日)
約半分に低下している
様であります。
これは何を意味してい
るのでしょうか？
経験的知見による試
行錯誤の積み上げで
の対応療法が効果を
発揮しているからに他
なりません。
ここに来て、ある程度こ
のコロナウイルスに対
する対応策がハッキリ
と見えて来たように思
われます。
ここで「怖い」という考
えから「厄介」なウイル
スとして受け止められ
てくると思うのです。
私達はここで全国での
1 日の感染者が 700 人～500 人程度の感染者数であ
れば、一応「コントロール」出来ていると思って良いの
ではないでしょうか。

感染者数をあくまでもゼロにする目標を高く掲げ
ると、まだ対策が十分でないと人々が不安に駆ら
れ一層恐怖を感じることとなり、その弊害として、
規則や偏見、バッシングは会社や学校が今なお
感染者の発生に厳格な対応をとる裏返しともいえ
ます。
この状況の中で「新しい生活様式」を着実に徹底しな
がら一定の社会活動を行うことは、経済活動のために
も必要なことと思います。
その意味で私達のクラブ活動も着実にすすめていけ
ればと思います。

本日のお客様
< 寳積英彦 副会長 >
米山記念奨学委員会推進委員会 委員長（川越ＲＣ）
石井 成人 様
まずは地区大会が無事開催できましたことの御
礼を申し上げます。ありがとうございました。
今後も地区へのご協力を宜しくお願いいたしま
す。米山もコロナの影響を受け様々な行事がで
きなくなっています。そんな中本日奨学生を呼
んでいただき感謝しています。米山奨学生は皆
様のご寄付によってなりたっておりますので、
引き続きご協力くださいますよう宜しくお願い
いたします。

委員会報告
・社会奉仕委員会
< 江原伸夫 委員長 >
①ひまわり倶楽部賛助会員のお願い
②Ｒ財団の補助金を使った寄付について
先方の要望は以下のとおり
[食料品]食用油・レトルトカレー・ご飯の
パック・缶詰（おかずになるもの）
等簡易的な食料品
[郵便ポスト]現在郵便ポストなし
設置工事も必要
上記要望を踏まえ現在寄付品を検討中
皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します！

米山記念奨学生（西武文理大学）
ドゥアン・ミー・リン 様

・親睦活動委員会
< 小林奈保絵 委員長 >
11 月記念日のお祝い
会員誕生
栗原(成)君
渡邉君
・Ｒ情報・雑誌委員会
< 沼﨑正徳 委員長 >
「ロータリーの友 11 月号」の紹介
【横組み】
グローバル補助金を知ろう（P7-13）
特集新型コロナに関する影響調査結果①
どうなった？ 例会（P18-27）
大人の着こなし図鑑⑤
ビジネスパーソンのジャケパン（P32-33）
【縦組み】
世界で活躍する人材
ロータリー平和センター（P4-8）

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・赤い羽根共同募金の協力
（ｸﾗﾌﾞより 500 円×23 人=11,500 円）
理事会承認後募金実行
・2022～23 年度「ロータリー財団海外派遣奨学生
募集」のお知らせ＆ポスター掲示のお願い
・12 月 11 日(金)「年忘れ夜間例会」開催のお知
らせ＆出席調べ
・11 月 14～15 日「親睦旅行」参加者へお知らせ
集合場所：狭山市駅西口大型バス停車場所
時
間：8：45（時間厳守）
受贈会報
・所沢東ＲＣ
・所沢西ＲＣ
・所沢中央ＲＣ
回
覧
・バギオだより
・例会変更のお知らせ 入間南ＲＣ・所沢ＲＣ

米山記念奨学生

卓話

ロータリー米山記念奨学委員会 学友委員会
委員 東 美栄 様
私はこのコロナ禍、若い留
学生が集まる米山の委員会
活動に参加することに対し
て正直及び腰でした。しか
し、柴田会長に背中を押さ
れて出席した「地区大会」で
学生の皆さんの振る舞いを
見て、「自分は何を恐れて
いたのだろう」と思いました。彼らはコロナ感染防止に
対する意識が非常に高くとても健康的な人達でした。
本日は、柴田会長の勇気とご英断によって素晴らし
いゲストをお呼びする事ができました。とてもありがた
くそして嬉しく思います。
この後、リンさんがどんなお話しをしてくださるか楽し
みです。

米山記念奨学生

② 世界でもっとも熱い経済成長を続ける

ドゥアン・ミー・リン 様

2019 年の国内総生産(GDP)成長率(推定値)
は+7.02％で、前年の+7.1％に続いて 2 年連
続で+7％を上回った
＜自己紹介＞
名前
国籍
趣味
大学

ドゥアン・ミー・リン（団美鈴）
ベトナム
料理 旅行
西武文理大学 サービス経営学部 4 年生
（世話クラブ 川越ＲＣ）

新しいベトナム
ベトナムはどんな国？———————————————
正式名称： ベトナム社会主義共和国
国
旗： 黄星紅旗
面
積： 329,241 ㎢
（日本の九州を除いた位の大きさ）
首
都： ハノイ
通
貨： ＶＮＤ（ベトナムドン）
人
口： 約 96,000,000 人
（世界 15 位）
気
候： 北 部
亜熱帯性気候
（四季がある）
南 部
熱帯モンスーン気候 （乾季と雨季）
民
族： 54 民族（民族衣装：アオザイ）
特
産： 米 コーヒー豆 コショウ
サトウキビの生産が盛ん

ベトナムの経済成長はここ 10 年ほど失速する
ことなく続いており、IMF によると、2024 年には
ベトナムの名目 GDP は 3,900 億米ドルに達す
ると予測される

発展する機会————————————————————
① 人口構成
人口規模は世界 15 位
東南アジアでは 3 位
2009-2019 年の年平均事項増加率は 1.14％
→ 増加スピードが速い

近年の姿——————————————————————
① ASEAN の中でもっとも注目を集める地域

② 国民の特性
真面目 向上心旺盛で勤勉 器用
自立性が高い 学力を重んじる
③ 特別の国土
右面が海と隣接し左面が本土に接続
→海運と陸運が発展
湾港国家 海の玄関口

変わったベトナム—————————————————
2005 年
前

後
ホーチミン市

ハノイ市

ダナン市

最後に————————————————————————
本日の発表を通して、ベトナムといえば “アオザイや
揚げ春巻き” に加え、”発展している国” というイメー
ジを持っていただければ嬉しいです。

第 2570 地区米山記念奨学委員会
推進委員会委員等 石井成人様
本日は米山奨学生のリンさんを卓話にお
呼びいただきありがとうございました。特
別寄付のご協力もよろしくお願いします。
11 月 3 日の地区大会ご協力ありがとうご
ざいました。
柴田君
この度の米山奨学生のリンさん、卓話
宜しくお願いします。又、石井米山記
念奨学委員会推進委員長、私共のクラ
ブにご臨席いただきありがとうござい
ます。
佐々木君 米山奨学委員長石井様、米山奨学生リ
ンさん、本日は当クラブへようこそお
いでくださいました。リンさん本日の
卓話楽しみにしています。
東君
米山記念奨学委員会推進委員長石井成
人さま、奨学生ドゥアンミーリンさま、
狭山中央ＲＣへようこそいらっしゃい
ました！

江原君

米山記念奨学生ドゥアンミーリンさん、
本日はようこそお越しいただきました。
卓話を楽しみにしております。宜しく
お願い致します。
浜野君
米山奨学生ドゥアンミーリン様、よう
こそお越し下さいました。本日の卓話
楽しみにしていました。宜しくお願い
致します。
寶積君
早朝、夕刻と寒くなって参りました。
本年特に感冒予防等にご自愛下さい。
PS）アメリカ大統領選、大変ですね…
菊田君
米山記念奨学生、ベトナムのドゥア
ン・ミー・リンさんようこそ御来席あ
りがとうございます。たのしい卓話た
のしみにしています。
小島君
米山記念奨学委員会推進委員長石井茂
人様、米山記念奨学生ドゥアン･ミー･
リン様ようこそおいでいただきました。
ドゥアン･ミー･リン様卓話楽しみにし
ておりました。
佐々谷君 親睦会ご一緒出来なくて残念です。ど
うぞ気を付けて楽しんで来て下さい。
追文)お茶代の一部にでもしてくださ
い。
田端君
米山記念奨学生ドゥアンミーリン様、
本日卓話楽しみです。ベトナムから日
本に学びに来られ日本文化を多く学ん
で頂き楽しんで下さい。
渡邉君
米山記念奨学委員会推進委員会委員長
石井成人様、米山記念奨学生ドゥアン
ミーリン様、狭山中央ＲＣへお越し頂
き有難うございます。ドゥンミーリン
様、卓話を楽しみにしておりました。
どうぞ宜しくお願い致します。又、誕
生日祝いも頂き有難うございます。

定例理事会（例会終了後）









12 月、1 月のプログラムについて
承認
1 月 22 日(金)市内 2RC 合同例会について
新狭山 RC との調整、コロナの状況を含め、開
催するか否かは会長・幹事一任
12 月 11 日(金)夜間例会について
アトラクションはお笑い芸人を検討中
ひまわり倶楽部の寄付について
クラブ：郵便受け付宅配ボックスを検討中
（取付業者を見つける）
個 人：賛助会員の案内を作成し会員にお知
らせして協力をお願いする(申込期限=1 月末)
コロナ対策用に非接触型体温計を購入
赤い羽根共同募金の協力について
承認

