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桜の中央公園と天覧山

ロータリー : 変化をもたらす

ＲＩ会長 イアンＨ.Ｓ.ライズリー
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐
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「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」
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幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 本橋君、町田君

・点 鐘 和泉会長
・ソング 我等の生業
・米山記念奨学生 ラービアッ・ザリさん
・卓 話 ラービアッ・ザリさん
【会長報告】
齋藤会員の夫人とドクターであるお嬢様と
面会させて頂きました。齋藤先生はお元気で
療養中、皆様によろしくとの事でした。
３／８「国際女性デー」
、
世界銀行とＲＩがワ
シントンＤＣでイベント開催。女性ドクター
への表彰等がありました。ユニセフやビル・
ゲイツの財団、世界銀行等大きなところと組
んでＲＩはすごいなぁと思います。第２７５０地
区の服部陽子会員
（東京広尾ＲＣ）
がコメント。
所属クラブは創立２０周年。ここでは男性と
女性が半々で女性活躍が目立っており、また
米国人、
フランス人、
ドイツ人と、
日本語の分
からない方も一緒に活動している。７月から
服部氏が女性ガバナーに就任予定。比較的新
しいクラブは女性会員が多いようです。当地
区の女性会員の比率は１１％。日本の平均は
６％。世界平均２０％。東京のど真ん中の地区
でも９９クラブ中２４クラブが男性のみ。日
本で女性の入会が認められたのは８０年代。
米国で最高裁までいって争った結果だそうで
す。男性だけのクラブが多い中、女性会員も
増え活躍しているという実情のご報告でした。
ザリさんに奨学金を贈呈します（拍手）
。
◎中里（昌）会員：ザリさんの衣装はミャンマー
の
「ロンジー」
、男性も着用する巻きスカート
です。女性用は
「タメイン」
と呼ぶようです。
【幹事報告】
来月４／１１理事会。新会員選考：奥冨会員
と交代で飯能信金
「新井康夫」
様より入会申込

み。交換留学でイタリアに行っている森田洋
湖さんから地区経由でレポートが届きまし
た。
「ロータリー手帳」
は本日申込み締切です。
【委員会報告】
◎ロータリー情報委員会
間邉君
３年未満の方の情報集会。
１８時
「満寿家」
。
◎青少年奉仕委員会
伊澤君
「月信」
１月号、
森田さん紹介記事および森田
さんの月次報告書１１月分を回覧します。
◎次年度幹事
馬場君
４月の座談会日程と委員会構成表を配付し
ました。
日にちの調整は私までお願いします。
◎雑誌委員会
中里（光）君
「友」３月号。横組Ｐ１５、特集「水と衛生月間」
『アジアの
地域雑誌から』悪質な漁法のため居なくなった魚を呼び
戻そうと２００９年、
フィリピン・ケソン州ラモン湾に人工漁
礁を設置(総工費約２４０万円)。フィリピン・アティモナン
ＲＣと米国カリフォルニア・マデラＲＣがグローバル補助
金を活用して提供。現在は漁業が復活、
観光地にもなり
湾の漁民のエコツーリズム関連の雇用機会も創出してい
る。
マカオで電話交換手の会社を営む私の友人によると
フィリピンは貧富の差が激しく、金持ちから税金を取って
失業者に補填するため給料の３０％に税金が掛けられる
との事。消費税は１２％。世界で一番消費税が高いのは
ハンガリー２７％、
低いのはカナダ、
台湾、
ナイジェリア５％。
縦組Ｐ２２、
千葉北ＲＣは創立２０周年、
「生涯ドライバーを
目指して！」を開催。高齢者の運転操作ミスによる事故
が社会問題化、
ドライブシステムも進化し車社会も多様
化する中、安全技術を学び最新の安全システム等を体験
して楽しいカーライフを送るため、
サーキット走行、自動
ブレーキ体験、新型車試乗会、県警による運転講習等を
メーカーがテストコースとして使用する
「袖ヶ浦フォレスト
レースウェイ」
を借り切って実施。
プロのテストドライバー
曰く
「時速１００キロで走行したければ時速１００キロでフ
ルブレーキが踏めるか」
。安全運転よろしくお願いします。

【出席報告】無届欠席０ 細田（吉）出席向上委員
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Ｕ】３／１１（地区）島田君、川口君

【結婚・誕生日祝】
本橋親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
中里（昌）君、柏木君、市川（昭）君
◇結婚記念日おめでとう
中里（光）君、川口君、矢島（高）君
服部君、杉田君、吉田（行）君
◇会員誕生日おめでとう
１大野（康）君、２小川君
１０橋本君、
１３杉田君、
２４柏木君
２５石井君、３０前島君
◇夫人誕生日おめでとう
５神田（敬）夫人、６吉島夫人、１２伊澤夫人
１３吉澤夫人、１８土屋（良）夫人、３１田中夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
（昌）君
・入会記念お祝い有難う。
中里
・結婚記念日お祝い有難うございました。
（行）君、矢島
（高）君
大木君、服部君、吉田
（光）君、杉田君
川口君、中里
・お誕生日お祝い有難うございました。橋本君
（康）君、前島君
石井君、小川君、杉田君、大野
・私の誕生日も９５回目となりました。 橋本君
・妻の誕生日お祝い有難うございました。吉島君
（良）
君、神田
（敬）
君、吉澤君、伊澤君、田中君
土屋
・早退
安藤君、馬場君
本日計７５，
０００円、累計額８０３，
５０２円。
、
中里（忠）会員です。
◎２８日例会当番は中里（昌）
【卓
話】
講師紹介
新井米山記念奨学委員長
ミャンマー連邦共和国の首都は２００６年まで南部の
ヤンゴン、現在はネピドー、
中央部の都市です。
ザリさん
は北部、
インドに近いチン州の小さな町カレーのご出身。
１８日、駿河台大学経済経営学部を卒業されます。本年
度、当地区は１６名の奨学生をお預かりし、
１１
（日）に無事
修了式を終えました。
ザリさんも奨学生としての例会出席
は本日が最後。いろいろご苦労様でした。川口先生はじ
め皆様方にご支援頂き本当に有難うございました。
ザリ
さんの今後のご活躍をお祈り申し上げます。冊子として出
ております文集「煌めく１６の星」を回覧致します。川口先
生には去年３月から一年間たいへん有難うございました。

私にとって 日本の魅力
米山記念奨学生

ラービアッ・ザリさん

名前が長いのでお友達とお仕事の方々では「ザリ」と
呼ばれました。この一年間大変お世話になりました。
最近のニュースによると年々日本への観光客が増えて
いるそうです。日本はたくさんの自然に囲まれているきれ
いな国だと思います。例えば、桜、温泉、海、それぞれの
四季がもつ景色等です。日本と言えばすぐに思い浮かぶ
のは富士山です。富士山は世界でも有名な山の一つで
す。私は富士山に行った事があります。途中まででしたが
車で登りました。きれいな景色にビックリしました。望遠
鏡にコインを入れて覗きました。またビックリしました。
全部美しい景色でした。
また、日本に数々の歴史的な文化があります。私は浅
草の浅草寺に行ってきました。古い建物に昔の日本の雰
囲気を感じました。浅草寺の周りの商店街を歩いている
ととても落ち着いた気分になりました。
ミャンマーにもお
寺で有名な町があります。
でも浅草は全く違いました。私
が次に行きたい町は奈良と京都です。これらの場所は日
本の中でもより多くの古い建物を見る事が出来ます。そ

れが日本に来る観光客が魅了される理
由だと思います。
私は２０１３年に日本に来ました。日本
に来る前には言葉や生活で不安があり
ました。
でも実際に住んでみたらあまり
心配する事がありませんでした。何故で
しょうか。市役所に行った時です。あま
り日本語が分からない私に受付の人が
笑顔を見せながら丁寧にやさしく対応し
てくれたからです。本当に驚きました。
それが日本で、日本の魅力や接客の素
晴らしさを感じたきっかけでした。
日本と母国ミャンマーを比べてみた
ら、
ミャンマーでは市役所や病院、スー
パー等に行く時、困った事があります。
何故ならお金持ちとそうでない人によっ
て対応が全く違うからです。日本ではお
客様を神様のように最優先して対応し
ています。日本の接客は日本人にとって
は当たり前だと思うかもしれませんが、
世界一だと私は強く思っていました。
それもまた日本の魅
力です。富士山、温泉、桜、海、四季の色、景色、浅草寺、
奈良、京都。
でも、改めて考えると「サービス精神」という
やさしい性格が日本の一番の魅力かもしれません。
最後に、奨学生として皆様への感謝を表したいと思
い、奨学生になって感じた事を発表したいと思います。
私は日本の高い技術や教育制度がしっかりしている事
が分かって日本に留学したいと考え、留学を決めました。
そして日本の留学生の生活は始まりました。お金持ちの
家族でない私は自分で生活費を頑張らなければなりませ
ん。特に、学費が高いので、アルバイトに力を入れて頑張
りましたが、授業や勉強に集中出来ず諦めたいと思う気
持ちが何度もありました。
しかしロータリー米山の奨学生
になるチャンスがあり、経済的に支援するだけでなくロー
タリアンの皆様に出会い、例会に参加させて頂く事で、
皆様の奉仕の精神を感じる事が出来、国際的な交流や
理解等の経験も出来ました。本当に有難うございます。
奨学生になる前には、人前で話す事が苦手の私にとっ
て、幸せと共に不安もありました。何故なら発表をやらな
ければならないからです。そしてその道を渡り始めて、
も
ちろん最初の発表には緊張し過ぎて泣き声で発表しまし
たが、結論までは話せるようになり、
それは奨学生になっ
て成長のきっかけになりました。例会やいろいろなイベ
ントで人前で話せるようになり、その結果、徐々に自信を
もつようになりました。私にとって宝です。
来日する前の私が思った日本、高い技術やしっかりとし
ている教育制度だけでなく、素晴らしい日本人の精神を
強く感じています。皆様のお蔭様で私は学習に集中出来
て本年３月に卒業出来るようになりました。お世話になっ
ている飯能クラブの皆様と親切に挨拶やアドバイスをし
て下さっているカウンセラー川口さんに心より感謝の気
持ちを申し上げます。そして、とても素敵な着物を下さっ
た吉田
（行）
さんにも大変有難うございます。
奨学生生活が終了してもロータリー米山の精神を一生
忘れません。私はロータリーの奉仕の精神のような、社会
での貢献をしたいと思います。将来母国ミャンマーと日本
の掛け橋として友好に協力していきたいと思います。この
一年間ご支援心より感謝を申し上げます。誠に有難うご
ざいます。これからもロータリー学友としていろいろなイ
ベントや活動に参加させて頂きたいと思います。
◎川口会員：一年間カウンセラーを務めさせて頂きまし
た。最初にお話を頂いた時は「どうなることかな」と思っ
たり、結構行事がたくさんあり
「煩わしいかな」
、
とも思った
のですが、
この１６名の若い、希望や夢をもった人達と接
するのが途中からすごい楽しくなって「今度はいつ会える
んだろうか」と思うようになりました。先日、修了してガバ
ナーから感謝状を貰って、とても充実した一年を過ごせ
たなと思います。クラブの皆さんのご協力本当に有難うご
ざいました。また機会があれば若い人を応援する事業に
参加したいと思いますし、将来新聞の国際面に今回一緒
に活動した１６名の記事を見つける事が出来れば幸せな
老後だなと思います。
そういう日が来ると信じております。

