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◆4 つのテスト◆
言行はこれに照らしてから
① 真実かどうか？
② みんなに公平か？
③ 好意と友情を深めるか？
④ みんなのためになるかどうか？
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‐Reach Within to Embrace Humanity‐
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国際ロータリーのテーマ

こころの中をみつめよう
博愛を広げるために
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（10 月 25 日）

今週の卓話

カルヤン・バネルジー

H23.10.18 (No.2133 の例会記録)

ゲスト
米山奨学生

「ガバナー公式訪問 」

国際ロータリー会長

ピューピュートゥエ さん

岡部 泰鑑 ガバナー

次週の予定

（11 月 1 日）

ロータリーソング

「ロータリー財団月間に因んで 」
松原 清一 ロータリー財団委員長

「 それでこそロータリー 」

先週の例会報告
◆ 出席報告（10 月 18 日分）
会員数
特定免除

46 名 出席数 39 名 欠席者 2 名
5 名 その他免除

0名

ニコニコ箱

出席率 95.12％
後面に記載

前々回 10 月 4 日分（秋の家族会）
ホームクラブの出席者 20 名
メークアップの結果
特定免除
欠席者

12 名
2名

60.61％

31 名
その他免除

0名

修正出席率 93.94％

「 四つのテスト体操 」

氏

名 岡部 泰鑑

（おかべ たいかん）

・ 生年月日

1950 年 11 月 28 日

・ 勤 務 先

日蓮宗

・ 所 在 地

〒590-0942 大阪府堺市材木町東 4 丁 1-4

・ 経

本山 妙國寺

歴
1973 年

立正大学仏教学部卒業、

1980 年

大阪市中央区

2002 年

堺市

・ 職業分類

本山

海寶寺
妙國寺

住職
貫首

僧侶

・ ロータリー歴
1985 年

大阪城单ＲＣ入会

1993～1994 年度

幹事

2004～2005 年度

会長

・ ＲＩ第 2660 地区
1990～1993 年度

インターアクト委員会

1996～1997 年度

地区幹事（青少年担当）

1999～2002 年度

会員増強委員会委員

・ その他

ロータリー財団

メジャードナー

ベネファクター
米山功労者（マルチプル）

委員

会長の時間

大西

寛治 会長

先週はガバナー補佐を迎えてのクラブ
協議会でした。活発な協議を頂きまして
有難うございます。
１６日の日曜日は大東市内あちらこち
らでダンジリの曳行が有りました。１５
日は警報が出る程の大雨でしたが、１６
日は打って変わっての秋祭り日和でした。
大東市には四条地区１６台、住道地区
８台、单郷地区８台のダンジリが有り、３２台ダンジリが有ります。各神社に１台ず
つ宮入りしますが、北条地区の北条神社には６台、平野屋の座摩神社には３台、三箇
の菅原神社には６台、氷野の北野神社には２台、新田の山王神社には２台のダンジリ
が宮入りします。以前は四條地区１０月２０日、２１日、住道地区と单郷地区は１９
日、２０日と神社の祭礼の日にダンジリを曳行していましたが、今ではその前の土曜
と日曜日に変わっています。やはり、平日よりも土、日の方が子供さんから大人まで
大勢の人が集まります。昔のように日を変えないで神社の本宮に祭りをしているのが
東諸福の２４日、２５日だけで神社から鴻池まで露店が出ます。
各地域のダンジリが数か所に集まり四條ふるさと祭り、住道祭り、单郷祭り等、大
規模な祭りをするようになりました。たとえば、四條ふるさと祭りには野崎参道に大
きなダンジリが９台集まります。９台のダンジリとそのダンジリに付いてくる人、一
般の見物人など数千人が集まり各地域の輪と各自治会の老若男女がダンジリを通じ
て心が一つに成ります。昔は祭りと言えば各家庭で昆布巻き、餡餅を搗き各家庭の伝
統料理を作り親戚などに振舞います。
以前にダンジリとおみこしの違いを卓話でお話ししました。ダンジリは、大衆文化
で、お神輿は神事と違いを話しました。私の住んでいる中垣内では、朝７時２０分に
神社を出発し村中を曳行し１０時４０分に公園で昼食を食べます。地車保存会、自治
会役員の奥様によって７００人分の松茸ご飯のおにぎりを用意していただきます。そ
して、１１時２５分に野崎ふるさと祭りの会場、野崎参道に向かい、１時前に着き四
條地区の友好と団結を鼓舞します。セレモニーが終わり今度は、野崎、寺川、中垣内
の三町の交流会の会場に向かいます。そこを３時頃に出発し、野崎、寺川のダンジリ
に見送られ須波麻神社に帰ります。５時前に神社付近まで帰り、そこから
３０分かけて急な坂を上がったり、下ったり最後のクライマックス
の宮入りをします。もう皆疲れ切っています。しかし、昔からの伝統
のにわか芝居を宵宮、本宮の２日間します。このダンジリによって村が
一つになれる道具かもしれません。

委員会報告

◎ニコニコ箱委員会

福富

經昌

委員長

・誕生日自祝

中野

秀一

君

・結婚記念日自祝

中野

秀一

君

・入会記念日自祝

上田

正義
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寛治
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髙島
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巨峰
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君

東村

正剛

君

・メークアップ無しお詫び

北本

良弘

君

・秋の家族会欠席お詫び

大川真一郎

君

上田

陽造

君

江原

誠三

君

福富

經昌

君

北本

良弘

君

・楽しい例会、仲間に会える楽しみ
奉仕の出来る喜びに感謝
・情報集会、多数の参加

有難うございました

・木村さん有難うございました

感謝

感謝

・晴天の中、凅沢の紅葉を見て北穂高岳
凅沢岳、奥穂高岳、前穂高岳を縦走してきました
・米山奨学レクレーション

ピューピューさん

堀部会員有難うございました。楽しかったです！！感謝
・我慢と辛抱の使い分けに苦労します
・髙島先輩、もてぎでは大変お世話になりました
レース２位おめでとうございます

感謝

・秋の家族会、皆様有難うございました
木村委員長、お疲れ様でした！！
橋本副委員長、写真撮影有難うございました

◎社会奉仕委員会

感謝

橋本

正幸

委員長

夜間例会のご案内
11 月 8 日（火）の例会は、夜間例会（まんま家）と社会奉仕委員会主催の情報集
会となっておりますので、お間違いのないよう多数の出席をお願いいたします。

◎インターアクト委員会

中野

秀一

委員長

２０１１年～２０１２年度インターアクトクラブ年次大会のご案内
１．開催日時

２．開催場所

2011 年 11 月 20 日（日）

登録開始

午前 10 時 00 分

開

午後 13 時 00 分

終了予定

会

相愛中学・高等学校（大阪 RC）
〒541-0053

大阪市中央区本町４丁目１番２３号

◎地下鉄御堂筋線
３．テーマ：

午前 1９時 30 分

本町駅（C 階段）

徒歩１分

「今、私たちにできること」（東日本大震災から学んで）

皆様多数のご参加をいただきたく、お願いとご案内を申し上げます。

先週の卓話

「 米

山

月

間

に

因

ん

で 」

杉原
米山奨学生

巨峰

米山奨学委員長

ピューピュートゥェさん

「米山月間に因んで」ということで、既にご存知の通り米山記念奨学事業とは、日
本の大学・大学院に在籍する外国人留学生に奨学金を支給する事業であります。
起源は、日本のロータリーの創立者である米山梅吉氏です。彼もまた、アメリカで
の苦学の留学生活を送りました。その彼による呼びかけにより 1957 年に設立され
た、大変歴史ある事業となっております。
本年度は会員皆様のご理解の中、当クラブとしては 8 年ぶりの世話クラブとして、
ピューピューさんを迎えてカウンセラーの堀部会員との活動となっております。
又、先日（16 日）には、2660 地区での米山奨学生レクリエーションが宝塚大劇場
で行われ、ミュージカル鑑賞・食事会と奨学生を始め他クラブとの交流で親睦を深
めてまいりました。
本日は、ピューピューさんに奨学生になっての思いや希望、夢を含め祖国ミャンマ
ーのお話なども聞かせて頂くことになっております。

最後に年頭方針にも掲げておりました米山記念奨学会への特別寄付金を、15000 円
集めさせて頂きたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。

「私と日本とミャンマー」
皆さん、こんにちは！
今日は、例会に出席させていただき有難うございます。そして、今日の卓話の時
間をいただき有難うございます。いつもの奨学金、有難うございます。私は米山奨
学生になって、そして、大東ロータリークラブにお世話になって半年が過ぎました。
この半年間を振り返ってみたら、奨学生になって本当に良かったと思っております。
今日の卓話に何を話したら良いのか、ずっと悩みました。ここに居てる皆さんと
出会い、この一年間を本当に大切にしていきたいと思っています。そして、この一
年間を通して、皆様にミャンマーの文化（習慣）を少しでも知ってもらえたら、又
ミャンマーに対して少しでも印象が変わればと思って、ミャンマーの文化、習慣を
紹介したいと思っています。
今日は私と日本とミャンマーについてお話させていただきます。
① 来日の目的
まずは、私が日本へ留学できるまでの生活とミャンマーに居る家族について少し
お話させていただきます。
私はミャンマー人から見ても普通の家庭に生まれてきました。こういう場で家族
の話をするのも少し恥ずかしいですが、私の両親は小さな田舎で育ち、私もそこで
育てられました。田舎だから通う学校が無いのも珍しくありません。
しかも、私の田舎は民族語しか話しません。だから、母親は字が読めませんし、
書けません。父親は、ミャンマー語なら読めますが英語は読めません。
今の田舎は小学校まではあります。ミャンマーでは未だに首都、あるいは町と遠
い所とかは学校の無い所がまだまだあります。

こういう家庭で育てられた私は、大学を出て日本に留学することになった時、親
はとても戸惑ってしまいました。私の親からしては、最大都市のヤンゴンに行く時
でもいつも心配しているのに、日本となると思いもつかない別の世界のようなもの
です。日本に行くことになったと伝えたら、両親は一生懸命に身の回りの人々から
情報を集めていました。やっぱり行かせた方が良いと言ってくれる人もいれば、行
かせない方がという人もいましたが、両親は私の希望通りに行かせてくれました。
ミャンマー人からすれば日本はとても物価の高い国です。奨学金なしでは生活し
ていけません。ただ、幾ら奨学金があるとしても、まず日本に着いたら直ぐにアル
バイトができるわけではない。だから、まず６カ月分の生活費はいるということで、
両親は持っている土地を売りました。そのようなお金のことも色々ありましたが、
私は日本に無事に来れました。
私が日本に留学したかった理由は、キャリアを高め、日本で就職して、お金を貯
めたいと思ったのです。ミャンマーに帰ったら、いつかは自分が育てられた田舎で
学校を造りたいと思ったのです。
日本に来て、最初は自分の勉強不足もありとても辛かった。日本での生活は大変
でした。アルバイトと学校を両立して行きたいと思うけど、とても厳しいです。
最初は奨学金が少ないけど頂けるから何とかやってきました。しかし、大学院に
入る前に学費のために貯金をしたいと思って一年間研究生になりました。
このように、辛さや酸っぱさばかりの生活でしたが、日本に留学して良かったと
思っています。ミャンマーにいた頃、自分が思ったミャンマーと日本に来て感じた
ミャンマーは全然違うからです。
② 留学で感じたこと
日本留学で感じたことは、日本に来てから最初に良く「何処から来ましたか？」
と聞かれるたびに「ミャンマーからです」と言ったら、ほとんどの人が「ミャンマ
ーって何処？タイですか？」と言われます。どうして日本人はミャンマーを知らな
いのかと不思議に思っていました。日本でビルマと言ったら、「あー、スーチーさ
んの所だ」と言われました。その後、私は聞かれたらビルマから来ましたというよ
うになりました。すごく寂しく感じます。
そして、ミャンマーにいた時、スーチーさんのことは少ししか知りませんでした。
日本に来てスーチーさんのことが分かるようになりました。
皆さんの中にもミャンマーは軍事政権で、危ない国と思っている方もいらっしゃ
るかもしれません。確かにミャンマーは軍事政権で怖いイメージはありますが、そ
れは国全体、国民皆が怖いだけではありません。ミャンマーの国民は、自分がした
いこと、思ったことを自由に口に出せないということです。
日本に来て、政治に対して不満を自由に発言できるマスコミを見て、そこまで言
わなくても良いじゃないかと思うこともありました。そういう日本人にとっては、
ミャンマーは可笑しくて不思議な国に見えるかもしれません。

日本に来て一番感動したのは、日本人の時間の観念です。日本では、何処でも時
間通りに動いています。ミャンマーにいた頃、日本に行ったら時間をちゃんと守る
ように言われました。私は時間を守るくらいは大丈夫だと簡卖に思っていましたが、
实際、日本に来て日本人の時間の厳しさには度肝を抜かれました。一秒、二秒遅れ
るくらいで、電車に乗り遅れた事も度々ありました。ミャンマー人は時間に関して
はあまり厳しくはありません。友達との待ち合わせ時間も昼位であれば大雑把でい
いし、国内の交通機関も時間通りでなく、一時間位の遅刻も珍しくはありません。
だから、最初は電車が遅れている時、文句を言っていることに驚きました。
また、日本では「有って当たり前のこと」であっても、ミャンマーでは「無くて
当たり前のこと」と言えるものが沢山あります。例えば、毎日の停電やローソクの
光で勉強することなど、ミャンマー人にとっては当たり前のことです。
停電が当たり前のことですが、日本人にとっては、２４時間電気がつくというこ
とは当たり前のことのようです。
このように貧しい国に生まれ、そこで育った私にとって日本は違う世界です。贅
沢で何も不自由なく、非常に便利な国です。しかし、福島原発事故があったとき、
まるで一時的に日本の流通が止まったような気がしました。その時、ミャンマーな
らこんなに困ることもないのかと一瞬思いました。
さらに、日本はとてもサービスが良い国だと思います。お店に行っても、何処に
行ってもサービスの良さが感じられます。お実様は神様という言葉通りです。
ミャンマーのサービス面は、まだまだだと思います。このように私は、日本に来
て母国の良い所、悪い所をすごく实感しています。
③ 米山奨学生になってから
米山奨学生になって、大東ロータリークラブにお世話になってから私が不思議に
思ったのは、何故皆さん忙しいと言いながら委員会の仕事を一生懸命するのか、何
故自分の時間とお金を削ってまで他人を助けようとするのかと思うようになりま
した。先月は、杉原さんのお花教室に参加させていただきました。先週の日曜日も
堀部先生、杉原

巨峰さんと宝塚歌劇を観に行きました。宝塚は初めてでしたが、

とても素晴らしく感動しました。
米山奨学生交流会にも、「何故、東北が困っているのに、ロータリーは留学生を
支援しているのか」と言う声があったようで、それを聞いて私は確かにそうだと思
いました。
今、私は奨学金を頂いて、生活費の心配も無く勉強できているのはロータリアン
皆様のお蔭だと思っています。この恩返しをいつかはしなければと思っています。
そのために、日本とミャンマーの懸け橋になるような仕事に就きたいと思います。
本日は、有難うございました。

筑波山

：

標高

877m

百名山 35／100

筑波山（つくばさん）は、関東地方東部の茨
城県つくば市北端にある標高 877m の山。西
側に位置する男体山（標高 871m）と東側に
位置する女体山（標高 877m）からなる。雅
称は紫峰（しほう）。筑波嶺（つくばね）と
いう異称も持つ。
美しい姿から富士山とも対比され、「西の富
士、東の筑波」と並び称される。茨城県の県
西地方からの眺めが美しいとされる。山頂付
近は自然公園法に基づく特別保護地区に指
定されており、樹木の損傷・植栽、動植物の
捕獲・採取、たき火などの行為が禁止されている。古くは『万葉集』にも詠まれ、日本百名山、
日本百景の一つに挙げられている。百名山のなかでは最も標高が低く、開聞岳（標高 924m）と
ともに 1000m 未満の山。独立峰と誤解されがちだが、実際には八溝山地最南端の筑波山塊に位
置している。火山と間違えられることがあるが川辺禎久"筑波山 - 火山学者に聞いてみよう トピック編-"日本火山学会
（2011 年 8 月 5 日閲覧。
）
、筑波山は火山ではなく、深成岩（花崗岩）が隆起して風雨で削られ
たため現在のような形になったとされる。なお、山頂部分は花崗岩ではなく斑れい岩からなる。
山全体を見ると、石岡市および桜川市にもまたがっている。男体山及び女体山山頂には筑波山
神社本殿があり、山腹に筑波山神社拝殿がある。古くからの信仰の場であり、『常陸国風土記』
には筑波山の神が登場する。隣接して坂東三十三箇所 25 番札所の筑波山大御堂（中禅寺）も
ある。ガマの油売りの口上が行われた。
関東平野を一望するロケーションの良さからアマチュア無線用中継局筑波山レピータもある。
関東平野の北東部に位置していることと、関東平野では希有な独立峰的な山であることから、
気象観測や無線通信の上でも重要な拠点とされ、山頂付近には数多くのアンテナが存在する。
富士山の景観が素晴らしいことから、2005 年に関東の富士見百景に選定された。2007 年、日
本の地質百選に選定された。
真珠湾攻撃の際、南雲中将の第一航空艦隊に"真珠湾を攻撃せよ"を命じる隠語は「ニイタカヤ
マノボレ」であったが、"直ちに帰投せよ"を表す隠語は「ツクバヤマハレ」であった。

皇海山

：

標高

2144m

皇海山（すかいさん）は、栃木県日光市と群
馬県沼田市の境界にある山。標高 2,144m。
日本百名山の一つ。古い成層火山だが、全山
樹林に覆われ、今日では火山らしい面影はな
い。
東西に長い頂稜を持つが、北側は国境平付近
まで標高差にして 500m 以上も切れ落ちてい
る。

百名山 36／100

岡部 泰鑑 ガバナー公式訪問
（大東・四條畷・大東中央

合同）

ホストクラブ：大東中央 RC

１．日時

２０１１年

１０月

２．場所

ホテル阪奈

４階

２５日（火）
TEL０７２―８６９―０１８１

３．次第
１１：３０～１２：１５

ガバナー、３クラブ会長・幹事

１２：２０

ガバナー例会場へ

１２：３０

開会点鐘
シンギング「奉仕の理想」

懇談会

大東中央ＲＣ

来実紹介

〃

各クラブ会長幹事紹介

〃

出席報告

各クラブ出席委員長

会長の時間

大東中央ＲＣ会長

１３：００

卓話

岡部泰鑑ガバナー

１３：３０

閉会点鐘

４．ロータリー旗は、３クラブ掲げる。
５．ＳＡＡは、大東中央ＲＣが担当する。
６．受付（１１：３０より）は、各クラブで行う。
７．席順は、中央の前テーブルは、ガバナー、各クラブ会長・幹事とする。
８．委員会報告、ニコニコ箱報告はしない。

