
・点　鐘　和泉会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト斉唱　大野（康）職業奉仕委員
・ビジター（入間南）米山記念奨学推進委員会
　　　　　　　　  委員　石川伸一様
・卓　話　ラー・ビアッ・ザリさん

【会長報告】
　３回にわたりビデオを上映します。本日は
第１回目『ようこそロータリーへ』。次週から
『ロータリーの誕生』『日本のロータリー』と
続きます。〔映像鑑賞〕　奨学金を贈呈します。
　【幹事報告】
　第５回理事会、遅刻しご迷惑をお掛けしま
した。前回議事録確認。１１月のプログラム承認。
夜間例会。はんのう生活祭に参加、ポリオプラ
スＰＲ等。担当：社奉・増強・公共イメージ・国奉・
プログラム・親睦の６委員会。帰国した交換
留学生グロリアさんの関係で補助金が地区よ
り振り込まれ、ホストファミリー森田さんに日
割でお支払い。通訳者への謝礼は地区でとの事。
商工会議所主催「はんのうパンフェスタ２０１７」
後援承認。１０月のロータリーレート１ドル＝
１１２円。図書館への寄贈サポートに対し「特定
非営利活動法人地域活性化プラザ」より礼状。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・１０／３１（火） 例会振替 親睦旅行２９～３０
・１１／２１（火） 例会取止め
・１１／２８（火） 例会場変更
・１２／１９（火） 例会振替 ２３日Ｘマスパーティ
・１２／２６（火） 例会取止め
　【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　大崎君
　１２（木）親睦ゴルフコンペ集合８：３０「飯能
グリーンＣＣ」。組合せ表は当日。２５（水）夜間

例会「大松閣」、本日申し込み締め切り。
◎前年度幹事　　　　　　　　　  矢島（高）君
　本日「事業報告書」を配付。１年の流れが
よく分かると思いますので、入会間もない方
は目を通して把握して頂ければと思います。
◎ガバナー補佐　　　　　　　　　　木川君
　昨日１１クラブの公式訪問が終わりました。
同行頂いた皆様有難うございました。中里（昌）
補佐、Ｈ２１年のＩＭから８年の空白がございま
す。Ｈ３０年２月１６日のＩＭ、立派に成功させた
いと思いますのでよろしくお願い致します。
　【出席報告】無届欠席０ 細田（吉）出席向上委員
　
　
　
　

【Ｍ　　Ｕ】
９／２６（入間南）沢辺君
　　　（日高）矢島（高）君
１０／３（狭山中央）木川君、森君、中里（光）君
　【ＳＡＡ報告】 　　　　　　神田（敬）副ＳＡＡ
◎ニコニコＢＯＸ
・本日お世話になります。ロータリー米山記
　　 念奨学推進委員会 石川伸一様（入間南）
・ガバナー補佐、公式訪問、昨日で終わりました。同行
　頂きました会員に心よりお礼申し上げます。木川君
・石川様本日は有難うございます。ラー・ビ
　アッ・ザリさん本日はよろしく。　 川口君
・今日欠席です。神田さんよろしくお願いし
　ます。　　　　　　　　　　　　　市川君
・高２砲丸娘、新人戦県大会１４ｍ２８、大会新
　で優勝しました。　　　　　　  大野（康）君
・早退　　　　　　　　　　　　　　石井君
本日計１２，０００円、累計額２１２，００１円。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

当 番 杉田君、沢辺君
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ロータリー : 変化をもたらす

経済と地域社会の発展月間

「ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！！」
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◎１１日例会当番は坂本、田辺会員です。
　【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　 川口米山記念奨学生カウンセラー
　駿河台大学経済経営学科４年生。３月まで当クラブでお預
かりします。オリエンテーションで初めてお会いし、その時のス
ピーチは一生懸命やっていました。だいぶお話が上手になり、
今日はあまり知らないミャンマーについて語って頂きます。
　

石川伸一様：日本のＲＣ独自の米山記念奨学
制度は素晴らしいプログラムだと認識してい
ます。１９４６年に米山梅吉翁が亡くなり、東京
ＲＣが１９５２年に基金を開始。戦後間もなく弁
当持参で議論したわけです。アジアの国から
優秀な人材を呼んで日本の心を知ってもらお
うと立ち上がった先人に感謝すべきと思いま
す。奨学生は全国に７５０人。当地区は昨年ま

で１８人。今年１６人、来年１５人。お隣２７７０地区の会員１人の
寄付額は２６，８９０円（当地区１１，８６１円）で、今年の受入れは３１名、
来年は３４名との事（全国平均１７，７７９円）。当地区はクラブ単位
で１５，０００円の寄付をお願いしています。私も今、中国ハルピン
からの奨学生のカウンセラーです。４月、例会後に大学まで送り

「勉強頑張って。いってらっしゃい」と声を掛けたところ、夜、「お母
さんに声を掛けてもらったのを思い出し、ホームシックになっ
た」との連絡をもらいました。５月、家の食事会には中国人の彼
氏を連れてやって来ました。私達は国対国では出来ない民間
外交をやっている。ＲＣの誇るべき日本の心を育てていくため
ご協力をお願いします。寄付金額ではガバナーの地元行田さく
らＲＣの特別寄付が１桁多くなっています。お金で出来る事で
すので、米山記念奨学会を盛り立てて頂きたいと思います。

　元々緊張する人なのですが、遅刻して、その緊張が増えてい
る感じになってしまいました。言葉や文法にも分からない事が
たくさん入っていると思いますがよろしくお願い致します。
　ミャンマー連邦共和国は昔、ビルマと呼ばれ、東南アジア地
域に位置する主権国家です。インドとバングラデシュの西、タイ、
ラオスの東、中国と北・北東に接しています。人口約５，１００万人。
首都はネピドー。元首都ヤンゴンは最大の都市です。ミャンマ
ーでは民族がすごく大切で、大きな民族７つと１３５以上の異な
る民族があり、それぞれ独自の歴史、文化、言語をもっています。
バマー族が人口の３分の２を占め、軍と政府を支配し、残りの３
分の１を構成する少数民族は資源の豊富な国境地域と浜に主
に住んでいます。７つの州はそれぞれ７つの民族国家の名前を
つけられ、州によって言語も異なります（カチン族、カヤー族、
カレン族、チン族、モン族、バマー族、ラカイン族、シャン族）。
　カチン族はミャンマー北東部に住み、人口１５０万人。キリス
ト教が広がっている。
　カヤー族（カレンニー族）は推定１３０万人。最も古い先住民
族で、６～７世紀に中国から移住して来た。
　カレン族は約７００万人。最大の民族集団の１つで、宗教は仏
教、アニミズム、キリスト教の組み合わせです。
　チン族は私の民族です。推定１５０万人。多くの異なる人種を
含む、ミャンマーの重要な民族集団の１つ。チベット・ビルマ語
派起源の者で、ミャンマーとインド北部に住んでいます。
　モン州はミャンマー南部のバゴー、タニンダーリ地方、カレン
州と接しています。モン族は東南アジアの最小の民族の１つで、
最初期の者はミャンマーに定着すると考えられています。現在
推定８００万人。古代的な文化は非常に豊かで、支配的なミャン
マーの文化に大きな影響を与えていると評価されています。
　バマー族（ビルマ族）はミャンマーの大多数の民族グルー
プ。国の慣習とアイデンティティーに強く影響しています。主に
仏教徒で、バマー族のビルマ語が国の公用語。政府と軍を支配
し、社会的政治的優位性をもっていると信じられています。
　最近、ラカイン族のニュースが出ます。ロヒンギャの民族につ
いてはちょっと複雑な歴史なので今日は内容には入れません。
すみません。ラカイン族（アラカン族）はラカイン州最大の民族グ
ループです。ベンガル湾に沿い、ミャンマーの西に位置します。
州の人口はミャンマーの総人口の５．５％（推定）。主に仏教徒で、
国全体およびムル、カミー、ダインネット、マヤマジー等の民族
集団の居住域にも居り、イスラム教徒の多数の民族も居ます。
　シャン族はミャンマー東部のシャン州に住んでいますが、国
境を接する中国・タイ・ラオス、カチン州北部にも住んでいま
す。シャン州にはコーカン、ラフー、パラウン、パオ、ワ等、多くの
少数民族が居ます。ほぼ仏教徒ですが、キリスト教は州の多く
の他の民族の中でも実践されています。銀・鉛・金・ルビー・サ
ファイア等、天然資源が豊富です。
　民族により文化や言語や衣装の形もそれぞれ違っています。

　ミャンマーは石油・天然ガス・木
材・その他の天然資源が豊富な国
ですが、世界の経済との孤立によ
り外国企業の投資はほとんど見ら
れませんでした。ミャンマーは世界
市場への開放を開始した新興経済
国です。この新しい影響力はミャン
マーの近代化と発展を加速させる
希望を提供するだけでなく、天然
資源を活用する新しい方法を提供
する可能性を秘めています。紀元
前１００年以来、インドと中国の間の
重要貿易ルートで、ベンガル湾の重

要な貿易センターとなりました。現在、最大の国別投資先の１
つである日本は、５０億円の支援を着実に実施し、福祉の向上
を引き続き援助してくれています。これはミャンマーとして最大
の援助だと感じています。ＳＭＢＣ三井住友銀行、日立造船、ヤ
マハ自動車、丸紅、三菱商事等、いろいろな日本企業がミャン
マーに進出しています。
　ミャンマーの観光はゆっくりと発展しています。大きな観光
地と魅力をもっていますが多くは開発されていません。しかし、
軍事政権が民間政府に権力を移譲した後、観光部門では観光
客の増加が見られます。２０１２年、初めて観光客が１００万人を
突破。２０１３年には、２０２０年までに７５０万人の到着をターゲ
ットとした観光マスタープランが作成されました。
　ミャンマーで最も人気のある観光地を紹介します。
　シュエダゴン・パゴダ：このお寺にある金メッキされた仏塔
は高さ９９ｍ。６～１０世紀、モン族によって建設されたと言われ
ており、世界で最も古い仏塔です。
　バガン：マンダレー地域にある古代都市。１万以上の仏教寺
院、仏塔、修道院が建設され、２，２００以上が今も残っていま
す。熱気球フライトで、全体をパノラマで見る事が出来ます。
　チャイティーヨー・パゴダ：岩のお寺。
　インレー湖：シャン州の淡水湖。住民は湖のほとり、湖上に
居住。木・竹の家屋は、湖がアシや浮遊植物で覆われているた
め、必然的に進化しています。
　ミャンマーは自然な環境や観光地が豊富です。民族や民族
州によって美しさがそれぞれ違い、観光地をもっていますが、
技術、交通、ホテル等が足りないと感じています。政治が代わ
り、経済と共に観光的にも徐 に々開発している国です。
　私はチン州のチン族から参りましたが生まれたのはチン州
ではなくヤンゴンです。その頃はミャンマーの首都でした。しか
し、生まれた後、１９８８年に大きな革命が起きて、軍隊が大学
生達を殺したり捕まえたりして、カレという小さな町に家族で
引越しました。チン州との境にあるカレ町は私の心では故郷の
ように強く感じています。チン州には祖父母や親戚が居るの
で、子どもの頃、遊びに行きました。車に乗って行く途中、道の
問題で、坂道を歩いて行くようになりました。今、思い浮かぶの
は、子どもの頃の、歩いていた旅行です。チン州は高い山の上
にあり、森林がたくさんある州です。ミャンマーで一番発展が遅
く貧乏な州で、教育的にも一番低いです。大学もありません。
一番の問題は、飛行場が無いため、自動車だけを使用している
事です。ほとんどが狭い坂道で、特に冬は雨で山が崩れたり、
道が泥だらけで車が通れなくなります。事故が原因の死亡率が
高い州です。しかし、チン州には他の州と違い、綺麗な高い山
の公園、自然のハートの池、山から出ている滝等、非常に美し
い景色の観光地があります。でも、交通の問題で、観光客は滅
多に居ません。
　日本の観光やサービスの素晴らしさを感じてから、私は観
光やサービスに関心をもつようになりました。子どもの頃の経
験から、観光については交通の大切さが分かるようになりまし
た。将来、母国ミャンマーで、美しい観光地があるのにさまざ
まな問題の影響で開発されていない観光地を開発するために
協力したいと強く思っています。日本の素晴らしいサービスをミ
ャンマーでも提供出来るように願っています。

母国ミャンマーについて

米山記念奨学生 ラー・ビアッ・ザリさん

（月間テーマ　ロータリー財団月間）

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

吉田（行）君
吉 澤 君

［吉島会員］

吉田（武）君
山 川 君

［ Ｒ 財 団］

安 藤 君
新 井 君

［社会奉仕］

卓話「飯能河原の現状」
飯能市産業環境部 青田精一様

吉 島 君
矢島（高）君

［和泉会長］
卓話「番組制作における裏話」

飯能ケーブルテレビ 伊藤弥寿彦様

卓話「（未定）」
ロータリー財団部門委員長 茂木 聡様

早稲田大学名誉教授 鈴木秀次様

卓話「老後に役立つ日本発
イチロー選手のトレーニング法」

例会取消（祝日週）

【四つのテスト】

【結婚・誕生日祝】


