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  ２０１９年５月１７日（金） No.２７６２ 

 第２８1８回 例会 

 ○ ソング「みんなで大きな輪になって」 

         ―「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」― 

 〇 卓話「わが社の外国人雇用の取組について」 

          野村 壮吾 会員 

 

 

  ５月２４日（金） 

 ○ ソング「背くらべ」 

 〇 第４回 I.D.M. 発表 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 
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例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年５月１０日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ５月１０日   出席６１名  ホームクラブ出席者７６．２５％ 

 ４月１９日   出席総数出席６０名（免除会員含み）確定出席率：８２．１９％ 

          （会員７８名 出席規定適用免除会員１１名（内出席６名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

幹事報告 

 本日の卓話は、実は、昨年１２

月末に当クラブを退会された宮

脇会員の置 き土産の卓 話で

す。宮脇会員には今年度、国際

奉仕の理事を務めていただい

ておりました。そして年度当初の

クラブ協議会でミャンマーに保

育所を建てる事業案を提案され

て、既に予算組みを終わらせて

いた会長幹事を驚かせてくれました。 

 宮脇理事は、ここ数年の当クラブの国際奉仕事業が姉妹

クラブとの交流事業に偏りすぎていることに危機感をお持

ちになっていて、もっと本来の奉仕事業に予算を使うべき

だ、との思いでこの事業を提案してくれました。 

 その後、宮脇理事の体調不良もあり、この新規事業を円

滑に準備することができず、結果、時間切れということで、

本年度での実施を見送ることになりました。その際の１１月

の理事役員会の議事録を読み返しますと、「事業内容につ

いては新規事業として承認しうる事業であること、予算面で

の５０万円超過部分は会員の個人献金によらずともニコニ

コ特別会計の余剰金（予備費）を充当すれば良いとの意見

が大勢を占めた。しかし、この事業の執行にあたり理事役

員会の承認があればよい、との意見もあったが、国際奉仕

の新規事業という事を考慮すれば、卓話やＩＤＭ等を利用

してクラブ会員のコンセンサスを得ること、もしくは周知する

ことが必須との意見が強く、卓話やＩＤＭに代わる方法に

ついて意見交換をしたところ、結局、今からでは時間的に

難しいとの判断から、今年度の事業実施は見送ることと

なった。」と記録されています。 

 今年度においては、ミャンマーに保育所を建てるという

宮脇提案を実現できませんでしたが、次年度以降の当ク

ラブの国際奉仕事業を考えるヒントになればと、今回の卓

話を、宮脇さんともご縁の深い日本ミャンマー豊友会理事

長、近藤様にお願いをした次第であります。近藤様には、

「なぜミャンマーなのか？」というテーマでお話をいただき

ます。 

 国際奉仕事業の在り様を考える上でも有意義なお話し

が聞けるもとのと思います。私たちに何ができるのか、何を

すべきなのか、を考えながらお話をお聞きしたいと存じま

すので、近藤様後ほどよろしくお願いいたします。 

インフォーマルディスカッションミー

ティングが開催されます。 

期間：2019年4月26日（金）～5月21

日（火） 発表：5月24日（金）例会 

ニコニコ掲示板に掲示しております

ので、ご確認ください。 

5月12日 和歌祭に参加予定会員の

方にお知らせいたします。AM11：00

に和歌浦の丸長本部集合となっておりますので、よろしくお

願いします。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

氏名：木村 哲人（キムラ ヒロト）会員 
生年月日：昭和４４年７月１６日生まれ 星座 かに座 

職 業  ：毎日新聞和歌山支局長 

家族構成：妻（47）  長女（15）  単身赴任 

趣  味  ：サッカー観戦 

一口メモ：和歌山に住むのは初めてです。 

      県内をくまなく回りたいと思います。 

柘植義信会員

より木村哲人会

員のご紹介があ

りました。 

三木会長よりクラブ会員の七つ道具

をお渡しします。 

例会終了後、理事役員会を開催致しますので、理事役員

の方は出席宜しくお願いします。 

国際交流委員会 水城 実委員長 

５月１７日から新済州ＲＣに行って

参ります。和歌山南ＲＣからは７名

の参加となります。 

新済州ＲＣの会員数は１１７名とのこ

とです。 

人数の差はありますが元気に行っ

て参ります。 

今回の訪問では国際交流に加えて国際奉仕の在り方につ

いても学んできたいと思っています。 

ＩＤＭでも国際交流の在り方について意見交換していただ

きます。どうかよろしくお願いいたします。 

委員会報告 

氏名：越部 早絵(コシベ サエ)会員 
生年月日：昭和52年7月7日生まれ かに座 

職 業  ：不動産業 

家族構成：父・母 

趣  味  ：演劇観賞 映画観賞 

新入会員 

連続出席表彰 

庵田 正二 会員１７年  

新入会員 

樫畑国俊会員

より越部早絵会

員のご紹介があ

りました。 

三木会長よりクラブ会員の七つ道具

をお渡しします。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

卓 話 

「なぜミャンマーな

のか？」 
 

認定ＮＰＯ法人 

日本ミャンマー豊友会 

理事長 近藤 秀二 様 

 

２００４年のスタディーツアーを 初としてほぼ１５年近く

ミャンマーに関わらせていただいております。ご存じのよう

にこの間の変貌変化は極めて大きなものがあります。少な

くとも一連の選挙で、ある程度の民主主義が確保され、軍

による一党独裁制が終了し、諸外国の支援が始まったこと

が大きいと思いますが、議席にしても主要な諸大臣にして

も国軍の指定が行われていますから、一種の二重権力状

態と言えるでしょう。 

みなさんがたによく聞かれたことは「なぜミャンマーです

か？」ということでした。 

 ５０年ほど前、当時はまだビルマと呼ばれていた時です、

首都ラングーンや古都マンダレイを訪ねました。当時は超

有名だった「ビルマの竪琴」の小説や映画に影響を受けて

のことですが、他の国に比べて随分優しくしていただいた

ことが強く記憶にのこっています。仕事から引退してもう一

度思い出のビルマ（ミャンマーと国名が変わっていました）

へと思い立ち、出かけて行きました。びっくりしたのは、まる

で真空パックされたような以前と変わらぬ風景でした。軍事

独裁政権が続いて「鎖国」状態になっていた結果と思われ

ます。また諸物価は日本円に換算すると驚くべき安さでし

た。 

内戦やエイズの蔓延で親を亡くしたり、片親で生活が

苦しく学校へ行けない子供たちを引き取って、独力で孤児

院をやりくりしていた尼さんがおられました。訪問してお話

をお聞きしたところ、１５０人の子供たちが月１５万円程度の

寄付でお米と油代（おかず代）それに学費も充足されること

を知りました。自分たちのコーヒー代を節約すれば、子供

たちに喜んでもらえると思ったのが、私どもの活動の原点、

出発点でした。 

 もちろん日本とミャンマーの歴史的関係、特にインパール

からの敗退時に、ビルマのみなさんから受けたご恩を忘れ

るわけにはゆきません。昨年のお盆のＮＨＫ特集<戦慄の

記録インパール>を観られた方もおいでになると思います

が、衰弱して歩けなくなった日本兵を、現地の村の人は背

負って下山し、自分達の家にイギリス軍から匿ったという。

そんな思い出話や体験から強く引き付けられていったので

す。 

寺小屋制度が実質的に動いていて、識字率が90％以

上、仏教が国民の基盤にあり、村落共同体が生きていて、

助け合いの精神や喜捨がごく当たり前にしみ込んでいる。 

 そんなことを知るにつけ、個人的興味から同志を募り、

「日本とミャンマーの子供たちの未来のために」を理念とし

て10年前にＮＰＯ組織にし、活動を続けてまいりました。活

動は次の3点に要約されると思います。①シャン州の中に

住むＰＡＯ族の村に「無認可保育所」のようなものを作り、ピ

アニカや紙芝居、鯉のぼり、文具等とともに寄贈する。②孤

児院の中に職業訓練室（ＰＣやミシン教室）を作り、ハードと

ともに講師の給与を保証すること。③孤児院やＰＡＯのよう

な少数民族の子供たちに返済型の奨学金の基金を寄付し

たこと。現在は給付型の奨学金に切り替え、俗にいう「あし

ながおじさん」と孤児たちをドッキングさせる活動等をして

います。 

             ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・田中（祥）君・堀井君・藤岡君 

奥様誕生日・・・井口（善）君・田中（祥）君・林（芳）君・ 

          水城君・村上君 

事業所創立・・・庵田君・田辺君・中村（和）君・成瀬君 

入会記念日・・・嶋谷君・橋本忠美君 

皆出席表彰・・・庵田君 

 

三木君・・・木村さん、越部さんをお迎できて。 

       近藤様卓話よろしくお願いいたします。 

吉村君・・・令和 初のソングです。 

橋本忠美君・・・一寸でなく大分うれしい事があって。 

柴田君・・・越部さん、木村さん入会おめでとうございます。 

岩井君・・・タイでタイ焼きになって帰って参りました。 

       橋本先生とゴルフ、8ホールまでイーブンでした 

       があとはボコボコでした。三木会長GW中8勝3敗 

       でよかったです。 

水城君・・・近藤さま本日はありがとうございます。 

野村君・・・近藤様をお迎えして。 

前窪君・・・チョット良いことありました。 

嶋谷君・・・花見会で江口様田辺様大変お世話になりまし 

       た。 

 

         計￥110,000-  累計￥2,760,040- 

親睦委員会メンバー 

水城国際交流委員長より

近藤秀二様のご紹介があ

りました。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

５月お誕生祝 

５月お誕生日祝の皆さんです。 

  ゴルフ同好会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会、５月度月例、通算671回が5月12日（日）

和歌山カントリークラブにて開催されました。 
 

優勝は、島村辰彦会員でした。 

 

次回 6月月例は、 6月9日（日）和歌山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞに

て開催。 

尚、同日17：00より木曽路にて年度末懇親会も開催しま

すので多数の方のご参加お願いします！ 

地区研修・協議会が、4月21日(日)、和歌山大学で

開催され、当クラブから山田次年度会長はじめ各

委員長が参加しました。 

午前10時からの全体会議では、中野 均ガバナー

エレクトが開会挨拶、樫畑 直尚ガバナー挨拶、福

井 隆一郎次期研修リーダーから、地区研修・協議

会の目的について。さらに中野ガバナーエレクトか

ら、国際協議会報告、2019-2020年度RIテーマ、ガ 

バナーの基本方針、地区方針の説明。また、高松 

次期財務委員長から、予算案の説明が行われまし

た。 

昼休憩をはさみ、部門別協議会が各会場（会長部

門、幹事/IT部門、職業奉仕部門、社会奉仕部

門、青少年関連部門、情報規定部門、米山奨学部

門、会員増強・維持/雑誌・公共イメージ部門、国

際奉仕/ロータリー財団部門）に別れ、行われまし

た。 

 この後、「ロータリー財団について」田村 泰三 氏

から講演があり、 後に部門別協議会の報告、オ

ンツー・ホノルルの姫野委員長から、地区大会の案

内が中村実行委員長から、それぞれ 説明が行わ

れました。 

地区研修・協議会 2019-2020年度 地区スローガン「参加してロータリー活動を楽しもう」 


