
ベトナム支援について（後編）

土子　仁志 国際奉仕委員長

№ 1 2   2 0 1 9 ・ 9 ・ 2 4

　早朝７時半、ホテルを出発し、高速道路を
走って行きましたがドライバーさんがかなり
丁寧な運転をするもので尋ねてみるとエース
コックの会長さんの専属ドライバーとの事で
した。有難いことに我々の送迎にと頼んで頂
いた様子でした。途中のパーキングで休憩を
しながら先を進み、メコン川付近にある国内
最大の蓮の池でボランティアの皆さんとテー
ブルを囲みながら昼食を取りました。池の中
に水上コテージがあり、ぐるりと一周しなが
ら見渡せるように作られている所です。広大
な池の中は一面、蓮の花だらけでその景色は
見た事のない綺麗なものでした。そして、目
的地のタンロイ２小学校に到着して早々に軽
い打ち合わせの後、中秋祭の準備に取り掛か
り一時間くらいで整いました。中秋祭が始ま
るころ、学校には、大勢の子供達とその親御
さん達でいっぱいになっていました。中秋祭
を心待ちにしてくれていた子供達や親御さん
達は外国人を見るのが初めてとの事で最高の
笑顔と元気で、より深い歓迎を受けました。

中秋祭は私達も含め、みんなで音楽に合わせ
て踊るところから始まりました。初対面でも
すぐに打ち解けてしまうのは、そのおかげで
もあるのだと思いました。ゲームやダンス、
この日のために練習してきた歌など、楽しく
進められていきました。中秋祭の後に小学校
の隣にある校長先生の親戚のお宅で宴会の席
を設けて頂いて貧しい地区にもかかわらず、
地元の沢山のご馳走とお酒を振舞って頂きま
して楽しく過ごさせて頂く事が出来ました。
ベトナムで更なる支援をアンさんは元より、
現地のボランティア団体であるWWSと共に
協力をして考えていければ、より良い支援が
出来るのではないかと感じました。水戸ＲＣ
でお世話になった気持ちをボランティアとし
て返しているというアンさんの気持ちはとて
も嬉しく思います。会員の皆さんには、頂戴
いたしました多くの物品やご寄付を賜りあり
がとうございました。無事に子供たちに手渡
すことが出来ました。改めまして感謝申し上
げます。



　私の名前はキャサン

ドラ・デレッテです。

　今回は私のことにつ

いてお話しします。

　最初に地区とロータ

リークラブのことにつ

いてです。

　私の地区は1730で、

フランスの南に位置しています。それは３つ

の県を含みます。ヴァル県、アルプマリチム

県、コルス県、そしてモナコ公国があります。

1730地区には62のクラブと1500人の会員がい

ます。

　サントロペのクラブは私のスポンサークラ

ブです。サントロペ・ロータリー・クラブは

1985年に設立されました。８人の女性を含む

25人のメンバーがいます。2人の女性がここ２

年間のうちで続いて会長になりました。クラブ

は年間を通して4 ～ 5つの主要なアクションを

開催します。最近では、「海上監視員の全国協会」

のための資金を集めました。今度は、サエルの

学校の教育プログラムを支援します。

　私の地区には、７つのローターアクトクラブ

と80人のメンバーがいます。この夏、サント

ロペのローターアクトがローターアクトクラブ

を組織しました。私はそれに参加しました。参

加できて嬉しかったです。

　次にサントロペの街について話をします。観

光はこの地域の経済的原動力です。私の地域で

は、多くの人々を魅了しているのはサントロペ

のおかげです。サントロペの人口は約4000人

ですが、夏は４倍になります。この漁村は、画

家、俳優、作家が集まることで世界的に知られ

ています。港にはたくさんのヨットがあります。

夏にそこに滞在する有名人が所有する巨大ヨッ

トです。

　サントロペがあるプロヴァンス地方はその料

理も魅力です。料理はたくさんあります。例え

ば、タプナード（マッシュオリーブ）、ピサラディ

ア（アンチョビパイ）、小物（中身の肉で調理

した野菜）、ブイヤベース（魚のスープ）など

など。

　サントロペにはブドウ畑がたくさんありま

す。それらは小さいですがたくさんありま

す。その畑で取れるブドウのうちのいくつかは

「Château	Minuty」として輸出されています。

　サントロペ街は、伝説によると、名前の由来

は Torpes に由来しています。彼は皇帝ネロの

高官でした。西暦68年に、彼はキリスト教を

放棄することを拒否し、首を切られ、彼の遺体

は鳥と犬と一緒に船に乗せられました。動物は

それを食べず、無傷でこの街の岸に到着した事

から、彼は街の守護神になり、彼の名前を街に

つけました。

　サントロペではいろいろなお祭りがありま

す。Trop�siens という祭りは、みんな17世紀

の服を着ます。彼らは Tropeziens の勇気をた

たえます。150年間街の平和を守りました。彼

らは聖人の像を担いで街の中を練り歩き、古い

銃を打ち鳴らします。そしてフォークグループ

が踊ったりします。私もこのお祭りに参加しま

した。私が小さい頃は、私の姉と私はトロペ

シアの民話グループ「Lou	ramp�u	de	Sant-

Troup�s」の一員でした。

　ところで皆さんは知っていますか。フランス

と日本の最初の会合はサントロペで行われまし

た。1615年、支倉常長が、ローマに派遣され

た使節団としてサントロペに寄港しました。

　私はそのサントロペに生まれました。そして

現在はその隣の町のサントマキシムに住んでい

ます。17歳です。

　私の高校は、アルベール・カミュ高校と言い

ます。高校は1993年に建てられ、1100人以上

の学生を収容することができます。建物の長さ

は200m を超え、高品質のエコロジカルビルの

先駆けとなっています。つまり、環境への影響

をできるだけ制限しています。

　私の趣味は漫画を描いて読むことです。私は

漫画のユーモアがとても好きです。私はゲーム

が得意です。楽しいですね！

　夢は日本へ行くことでした。

　すごい！ここにいます！

　どうぞよろしくお願いします。

【卓　話】 自己紹介と私の街について 青少年長期交換学生　キャサンドラ・デレッテ



９月第４例会 司会　鎌倉委員例 会 報 告

◇ 会長の時間

高沢会長

　健康増進法という国民の健康増進に関する法

律があります。平成30年に受動喫煙防止のた

めの改正があり、今年７月から一部施行され、

現在、行政機関、学校、病院で原則敷地内禁煙

が開始されています。同様の基準が、来年令和

２年４月からすべての施設で義務づけられま

す。例外は、喫煙を主目的とする施設で、たば

こ販売店公衆喫煙所とバー、スナック等だそう

です。

　今回の健康増進法はこの受動喫煙を減らそ

う、という事が主目的です。海外に行かれた方

は実感されていると思いますが、欧米やオセア

ニアだけではなくアジア諸国でも屋内禁煙が

一般化しています。これは WHO（世界保健機

構）が中心となって定めた「たばこ規制枠組み

条約（FCTC）」が2005年に発効したためです。

2017年には181カ国が比準しており、日本は

発効時から参加しています。禁煙にすると病気

が減るというデータが諸外国から出ており、屋

内禁煙の効果はお墨付きのようです。では、日

本での法律改正がなぜ今なのでしょうか。ご想

像の通り来年の東京オリンピックが原因です。

オリンピックは1988年から「たばこフリー」と

定められているのです。そんなわけで、オリン

ピックを機に法制定をしよう、というわけです。

　たばこに関する情報を整理するのに最適な書

籍として、片野田耕太著「本当のたばこの話を

しよう」日本評論社1600円をおすすめします。

◇ ビジター紹介

宮本副委員長

水戸西ＲＣ　野田　弘行	会員

水戸東ＲＣ　杉下　弘之	会員、

　　　　　　石井　伸明	会員

◇ ゲスト紹介

青少年長期交換学生　キャサンドラ　デレッテ	さん

◇ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ピン伝達

　高沢会長より、太田　正明会員にはマルチプ

ル・ポール・ハリス・フェローピン（第３回）、

岡﨑恵一郎会員・照沼　重輝会員には（第１回）

が手渡されました。髙原　裕会員には後日、マ

ルチプル・ポール・ハリス・フェローピン（第

４回）が手渡されます。

◇ ポール・ハリス・フェローピン及び認

証状伝達

　高沢会長より、藤田　卓也会員にはポール・

ハリス・フェローピン及び認証状が手渡されま

した。柳沢　一道会員・和田幾久郎会員には、

後日手渡されます。

◇ 出席報告

渡邉委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

109名 64名 45名 64.65%

前　週訂正出席率　75.25%

前々週訂正出席率　73.79%

◇ 会員メークアップ

9/18	 水戸ＲＡＣ　西　　　修、秋山　現信

◇ にこにこＢＯＸ

	 藤田委員長

太田会員……マルチプル・ポール・ハリス・フェ

ローピンを頂きました。ありがとうございま

した。

二川会員……キャサンドラが卓話をします。よ

ろしくお願いします。

齊藤（佳）会員……長期交換学生のキャサンドラ

が卓話をします。宜しくお願い致します。

谷川会員……ロータリー財団への年次寄付がま

だの方はどうぞ宜しくお願い致します。

鯉沼会員……息子が来年の青少年長期交換派遣

学生に決定しました。ありがとうございました。

中村（三）会員……９月28日後期の入学式です。

中原会員……今週の土曜日は茨城国体の開会式



です。NHK では水戸京成百貨店正面口で午

後1時50分からの中継を受信公開します。

鎌倉会員……本日、司会を初めて務めさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

海野会員……妻への誕生日プレゼントありがと

うございました。

本日の合計 ９件 50,000円

９月の合計 39件 215,000円

累　計 148件 846,000円

◇ 財団ＢＯＸ

高沢　　彰会員……ベネファクター献金

（第１～10回）　＄1,000	 106,000円　

（累計　＄1,000）

荻原　　武会員……財団の友献金

（第１回）　　　＄100	 10,600円　

（累計　＄3,100）

この計 ２件 116,600円

◇ 幹事報告

片岡幹事

１．10月定例理事会が開催されます。役員・

理事の方々のご出席をお願いいたします。

　　と　き　10月１日㈫　11：30

　　議　題　１）新会員候補者審議について

　　　　　　２）新会員所属委員会について

　　　　　　３）ガバナー公式訪問について

　　　　　　４）市内６ＲＣ合同例会について

　　　　　　５）九州北部豪雨災害義援金につ

　　　　　　　　いて

　　　　　　６）指名委員会開催について

　　　　　　７）国際奉仕WCS「この指とまれ」

　　　　　　　　賛助について

　　　　　　８）10月・11月の例会プログラム

　　　　　　　　について

　　　　　　９）会計報告

　　　　　　10）その他

２．第３回ロータリー情報委員会家庭集会が

開催されます。歴代会長幹事の皆様にロータ

リー活動・奉仕等についてご指導を賜ります。

関係会員の方々ご出席お願いいたします。

　　と　き　９月25日㈬　18：30

例　会　予　告

１０月　８日（火）
卓話「ベトナム国際奉仕活動報告」

土子　仁志	国際奉仕委員長

１０月１５日（火）
卓話「ガバナー公式訪問を控えて」

石田　哲郎	第３分区ガバナー補佐

１０月２２日（火）
―定款第８条第１節により休会―

週報担当　香嶋　　貴	委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

　　ところ　和風洋処　庵　TEL		221－8348

　　議　題　新会員オリエンテーション

　　会　費　6,000円

３．国際ロータリー第2820地区ガバナーエレ

クト事務所が開設されました。

　　住　所　〒300－1207

　　　　　　牛久市ひたち野東5－3－2

池田ビル202

　　連絡先　TEL　029－886－5411

　　　　　　FAX　029－886－5413

　　　　　　E-mail		20-21@rid2820.jp

　　ガバナーエレクト　池田　正純（牛久ＲＣ）

　　地区幹事　　　　宮本　武憲（　 〃 　)

　　地区資金委員　　園部　昌彦（　 〃 　)

　　執務時間　10：00～16：00

（土・日・祝祭日は休業）

４．『Rotary　友と歩む　地域と歩む』第12版

が出版されました。ロータリーの国際的な活

動と、日本のロータリークラブのさまざまな

活動を、写真を中心に紹介しています。ロー

タリーを多くの人に知ってもらうための広報

用冊子です。ご希望の方は豊﨑一彦クラブ広

報委員長までお申し出下さい。

　　Ａ5判　18ページ

　　１セット　10冊　500円（消費税		送料別）


