
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （2 月 26 日） 

次週の予定  （3 月 5 日） 

先週の例会報告 
◆ 出席報告（2月 19 日分） 

会員数 43名 出席数 34名 欠席者 1名 

特定免除 8名 その他免除 0名 

出席率 97.14％ 

 

前々回 1月 29日分 

ホームクラブの出席者 34名  94.73％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  5名  その他免除  0名 

欠席者  0名  修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

「四つのテスト体操」「我等の生業」 

２０１２年～２０１３年度 

国際ロータリーのテーマ 

奉仕を通じて 
平和を 

 

 田中 作次 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会 長 藤本 和俊 
■幹 事 髙島  登 
■会報委員長 松原 清一 

◆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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ニコニコ箱 

 後面に記載 

今月のテーマ 

「ロータリー理解推進月間」 

平成 25 年 2 月 26 日   No.2195    H25.2.19 (No.2194 の例会記録) 

「 今年の阪神タイガースについて 」 

 担当 西條 義昭 会員 

ゲストスピーカー 藤田 平 氏 

ゲストスピーカー 
       元米山奨学生 ピューピュー・トゥエさん 

ビジター    大阪西 RC     小川 哲男 氏 
ゲスト    米山奨学生       付翠紅さん 

「 裁判・訴訟に関する雑学いろいろ 」 

 間  紀夫 会員 



 

 

  

 皆さん今日は 

 本日は、藤本会長欠席の為、会長代理といたしまして

少しお話をさせていただきます。 

 今月２月は、ロータリー創立記念日・世界理解と平和

の日月間です。そこで「ロータリー始まりの日」につい

てお話させていただきます。（ロータリーの友より抜粋） 

それは 1905 年（明治 38 年）2 月 23 日である。この頃は、自動車がようやく実

用化の段階に入ったばかりで、まだ馬車の方が巾をきかしており、飛行機もそれ

より約 1 年ばかり前、ライト兄弟によって発明されていたが、ほんの 2～3 分間空

に浮かぶことができる程度であった。（日本で云えば、日露戦役の終わった年にあ

たる） この年の 2 月 23 日の晩、米国イリノイ州シカゴで 4 人の人がデアボー

ン街にあるユニテイ・ビルの 711 号室に集まった。4 人というのは、弁護士のポ

ール・Ｐ・ハリス、洋服商のハイラム・ショーレ、石炭商のシルベスター・シー

ル、鉱山技師のガスラバス・Ｅ・ローアーである。4 人はポール・ハリスが過去 5

年間あたためてきたアイデアについて語り合った。簡単に云うと、お互いの事業

あるいは職業上の結びつきを通じて、友好的交友関係を築くことができるはずで

あり、またそうすべきであるというのである。仕事の上での関係が、友情の妨げ

となることはないと、ポールは考えたのである。 

 この様な考えになったきっかけは、シカゴという大都会で彼は孤独を感じてい

ました。そんな時ポール・ハリスはある経験をします。そしてその経験がロータ

リーをつくるきっかけになります。 

 「ある晩、私は同業の友人に連れられて、郊外の彼の家を訪れました。夕食後、

近所を散歩していると、友人は店の前を通るごとに、店の主人を呼んで挨拶する

のです。これを見ていて私は、ニューイングランドの私の村を思い出しました。

その時浮かんだ考えは、どうにかしてこの大きなシカゴで、さまざまな職業から、

ひとりずつ、政治や宗教に関係なく、お互いの意見をひろく許しあえるような人

を選び出して、ひとつの親睦関係をつくれないものだろうかということでした。

こういう親睦関係ができれば、必ずお互い助け合うことになるはずです」 

｛ＭＹROAD ＴＯ ＲＯＴＡＲＹ｝に書いています。 

 この出来事が基に、ポール・ハリスのアイデアになり親睦とビジネスを推進す

るクラブという構想について、4 人で話し合い 1905 年 2 月 23 日夕刻ロータリー

が誕生しました。 

 

上田 正義 会長エレクト・副会長 会長の時間 



この 4 人はお互いの事務所で「輪番に」会合を開くことを決定しました。4 人は、

この羽ばたこうとしているグループの名称として「ロータリー」を、会員を「ロ

ータリアン」と呼ぶことと決めました。その後ロータリーの創設者たちは、印刷

業のハリー・ラッグルズを誘い彼の入会後、正式にシカゴ・ロータリー・クラブ

を組織しました。しかしまもなく、ロータリアンたちは気付きました。親睦と相

互の利益だけでは、多忙な職業人のクラブで毎週会合を開き続けることが出来な

い。恵まれない人の生活を高めるために手を差し伸べることのほうが、会合を開

き続けるための強力な動機になることが分かりました。「超我の奉仕」がロータリ

ーの標語になりました。 

 

 

 

 
 

◎ニコニコ箱委員会                   中野 秀一 委員長 
 

・結婚記念日 自祝 岡本 日出士君 

・結婚記念日 自祝 谷中 清孝 君 

・結婚記念日 自祝 中  恒夫 君 

・入会記念日 自祝 森山 信一 君 

・藤本会長とは、昭和 52 年大東 J.C.入会以来の古い友人です  

  藤本会長をよろしくお願いします 大阪西 RC 小川 哲男 会員 

・德山さん大変お世話になりました 上田 正義 君 

・皆さん色々ありがとうございました 髙島  登 君 

・情報集会参加感謝 感謝 大東  弘 君 

・元米山奨学生ピュウ・ピュウ・トゥエさん  

  ゲストスピーカーよろしくお願いします 感謝 杉原 巨峰 君 

・嫁と宝塚「ブラックジャック」を観劇して来ました 感謝 佐藤 多加志君 

・橋本先輩 中嶋先輩 ありがとうございました 木村 克己 君 

・皆様のニコニコに感謝！ 感謝 中野 秀一 君 

・橋本会員 中嶋会員 お世話になり 

  有難うございました！ 感謝 東村 正剛 君 

・情報委員会出席出来ませんでした！ 東野 喜次 君 

委員会報告 



◎米山奨学委員会                    田川 和見 委員長 

 米山奨学生 付翠紅さん 
 

皆さんこんにちは 

今日、近況報告については２点皆さんに報告したいと

思います。 

一つ目、研究論文の事について報告させていただきます。

１月に行われた中間発表で論文の内容について先生に

いろいろと指摘されてから、関連資料を集め、深く分析

しました。その結果、説得力のある論文が出来ました。今研究論文の発表会での発表

の練習をしています。無事に発表できるように願っています。祈ってください。 

二つ目、進路について報告したいと思います。卒業後、日本で就職しようと思いま

した。今月から本格的に就職活動に参加し始めました。皆様は今更？と思うかもし

れませんが。日本と中国がどちらで仕事をしょうかとかなり悩みました。元々、日

本語の先生になると真剣に考えましたが、今の自分にとって、日本語の先生になる

自信がありません。やはり、自分を鍛え、キャリアを積んでから先生になったほう

がいいではないかと考えました。 

また、もう一つ日本で就職しようと決めた理由は去年から、尖閣諸島の件で、中国

国内で大騒動が起きましたが、日本では中国のような事件が一件もなく、日本人で

あれ、在日の中国人であれ、皆、普段通りに勉強し生活し、何の影響もありません

でした。しかし中国国内人々がこんなことを知らないので、親戚や友達が私の身の

安全と思って、早く、帰ってと言われました。今こそ、私が日本に残るべきだと思

いました。親戚や友達、回りの人を始め、日本人や日本をあまり知らない多くの中

国人に伝えたいと思います。日中友好関係を戻るためには小さな事から始め、発展

させていくべきではないかと思います。ですから、日本で就職しようと思います。

これから就職に頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

氏 名 ：安田 智洋（やすだ ともひろ） 

生 年 月 日 ：昭和４４年１０月１９日 

事業所名所 ：司法書士法人 G.O.G  

所 在 地 ：大東市浜町 9－15-309 

職 業 分 類 ：司法書士 

趣 味 ：ゴルフ 

推 薦 者 ：髙島  登・中野 秀一 

 

 

 
すごく良く目立つ魚です。近づいて

も逃げません。 

なぜか？ この魚背びれに猛毒が

あります。だから逃げないんですね

え。海で逃げない魚みたら絶対触ら

ないようにしてください。場合によ

っては死ぬこともあります。 
 

ミノカサゴ  

 
なかなかレアな魚ですが、うまく発

見できました。大きさは１５ｍｍぐ

らいです。 

歌舞伎のクマドリみたいな模様な

ので クマドリのカエルアンコウ

です。 

新年１月６日に南部で撮影しまし

た。ポイント名はミサチジマ 水深

１２ｍぐらいの根の上にいました 

クマドリカエルアンコウ  

新会員紹介 



 

 

「  近況報告とこれからのミャンマー  」 

 

 

担当 杉原 巨峰 会員 

 元米山奨学生 ピューピュー・トゥエさん 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

あらためまして、こんにちは。 

 本日の卓話担当の杉原です。よろしくお願い致します。本日は、私が米山奨学

委員長時（2012-2013 年度）の奨学生ピューピュー・トゥエさんをお招き致しま

した。 

 米山奨学制度を通じて出来たお互いのご縁は奨学生卒業後の関係が最も大切で

あると米山奨学会も伝えておられます。 

 日本とミャンマーを結ぶ架け橋として、可能性を秘めたピューピューさんに、

奨学生卒業後の一年間の近況報告と今後の彼女自身の方向性をお話しして頂くと

共に、現在世界経済を始めいろんな分野で注目を集めています、母国ミャンマー

の変化なども合わせてお話しして頂けるかと思います。ピューピューさん宜しく

お願い致します。 

  

 

 

  ＜近況報告とこれからのミャンマー＞ 

 みんな様、こんにちは、ご無沙汰しております。今日の卓話に参加させていた

だき、本当にありがとうございました。私を知っておられる方もいれば、初めて

の方もいるかもしれないので、改めて紹介させていただきます。私は一昨年から

去年まで一年間、大東ロータリーにお世話のなりました元米山奨学生ピューピュ

ートゥエと申します。よろしくお願いします。 

先週の卓話 



 今日は、近況報告とこれからのミャンマーというテーマでお話をさせていただ

きたいと思います。近況報告につきましては、私は去年４月から５月にかけて、

一時帰国をいたしました。今回の帰国は家族と一緒に過ごしたいと思い、ミャン

マーの旧正月に帰国しました。私にとって七年ぶりのお正月でした。 

今日はミャンマーのお正月にどんなことを行っているのかを写真をみせながら、

話をさせていただきたいと思います。 

 

〔 写真① 自宅で元旦にお坊さんに寄付 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は今も大学でマーケティングに関する研究を続けて研究しております。今年

の三月で終了となりますが、今は就活中で、ミャンマーに進出する企業などに応

募しています。将来はミャンマーで働きたいと思っています。 

 ところで、話が変わりますが、次はこれからのミャンマー（ミャンマーの現状）

について紹介したいと思います。 

 

 今、ミャンマーは外資企業に注目されています。①原油や天然ガス、銅などの

天然資源が豊富②人件費が安い（若く安価な労働力）③約６０００万人の市場が

あるなどは進出企業にとって魅力があるところです。また、ミャンマーはとても

人件費が安い国です。日本は本当に人件費が高い国だと思います。ミャンマーで

は大学卒でも一か月に一般事務で８００００チャット（日本円 ８千円）の給料

は普通です。しかし、地域によって、多少違います。 

 
  



〔 写真② 内戦で非難しているカチン族 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミャンマーは去年から民主化に進んでいるといわれていますが、国内ではそんな

に変わっていないです。また、ずっと続いてきた内戦もまだまだあります。今は

ミャンマーの北部に住んでいるカチン族と政府の戦いで多くの難民が出ています。 

 

 私の話はここでおわりになりますが、ミャンマーは民主化進展とともに、経済

成長の期待が大きくかわりますが、一方で、多民族国家なので、民主化に変われ

ば、内戦も収まることは難しくなるのではないか思います。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

 


