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第1657回例会
令和３年２月25日（18：30～19：30）

○ソング
　◦奉仕の理想
○スマイルBOX
　◦吉野敬之会長（チョウさん今日は卓話ありがとうございました。新生活や試験、祖国の事など悩みも多いで

しょうが、持ち前のポジティブさで頑張って下さい。白河西クラブはずっと応援しています。何か有ったらい
つでも相談して下さいね！）

　◦堀田一彦幹事（チョウさん卓話ありがとうございました。）
　◦金田昇会員（チョウナンダさん卓話ありがとうございました。母国も大変でしょうががんばって下さい。コ

ロナ禍の中例会を開催していただきありがとうございます。）
　◦永野文雄会員（プログラム担当の青木大国際奉仕委員長さん、ご苦労様でした。又、阿部克弘委員長さんも

１年間お世話ご苦労様でした。日・月・火曜日と３日続いてゴルフをしました。自分の健康と体力に自信を持
ちました。）

　◦居川孝男会員（この度は35周年記念式典アンケー
トに多数の方に返答をいただきありがとうございま
した。コロナの中でもメンバーの多くが記念式典を
開催するのに賛成してくださりありがとうございま
した。宜しくお願いします。）

　◦山口治会員（先日結婚記念日のお花を頂き、あり
がとうございます。まだきれいに咲いています。）

A 出席免除を受けていない正会員数 ４７名
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■会長の時間 吉野敬之会長
　皆さん、こんばんは。本日も、例会
に多数ご出席いただきましてありがと
うございます。また、ズームでの参加
の方も含めまして大変ありがとうござ
います。本日は、まずスクリーンのほ

うを見ていただいてお客様をご紹介したいと思います。
米山奨学生のチョウ・ナンダ・トゥンさんです。チョ
ウさんには今日は卓話をお願いしていますので、後程
たっぷりお話をお聞きしたいというふうに思っており
ます。こういった形のハイブリット例会も今回で3回
目を迎えまして、この形にも慣れてきて少し落ち着い
た例会が送れるようになってきたかというふうに思っ
ております。先日、皆様のもとに35周年の式典懇親会
に関するアンケートが届いたかと思いますが、これは
書類にも記載してありましたとおり、ズーム併用での
ハイブリット型の式典を開催するという方向で検討さ
せていただいておりますということで、今後コロナの
状況がどのように変わっていくかはちょっとわかりま
せんし、それに応じまして変化していく部分はあるか
と思いますが、現在の状況で安全優先をして考えた場
合に、やはりハイブリットでの開催を検討していくこ
とのほうが一番妥当だろうということで、実行委員会
のほうではそのような結論を出させていただきました。
それを皆様のほうに今回のアンケートでそういった考
え方を示すと共に、皆様方からご意見を頂きまして参
考にさせていただきたいという趣旨で行わせていただ
きましたので、忌憚のないご意見のほうをお聞かせい
ただきたいというふうに存じております。この件に関
しましては、結果といいますか中間報告もあるかと思
いますが、また後ほど実行委員長のほうからもご説明
あるかというふうに思います。ここ数日、寒さと暖か
さがまじり合いまして、まさに三寒四温、春がそこま
でやってきている感じがいたしますが、春といいます
とやはり卒業、移動など別れが多い季節でもあります
し、また入学、就職ということで出会いの季節でもあ
るかと思います。今回、米山奨学生として一年間、当
クラブとお付き合いしていただきましたチョウ・ナン
ダ・トゥンさんも無事就職先が決まりまして、4月か
らは埼玉の「ホンダカーズ」、埼玉県内になると思う
んですが社会人として過ごされると決まっております。
3月の末に国家試験がありますので、もちろんそちら

のほうを合格というふうなことがないとということで
すが、チョウさんに限り落ちるようなことはないと思
いますので、無事に合格しまして4月から晴れて新社
会人というふうになると思います。卒業まではまだ時
間はそういうことであるんですが、卒業式が3月3日で
もうすぐ卒業でございます。その後も、3月何日かに
先程言いました国家試験がありまして、それに備えて
の勉強をしなければいけない。また、試験を終わった
後には今度は社会人で過ごす場所への引っ越しである
とか、そういったことでお忙しくなるかと思います。
もしかすると、皆様とお会いしたりお言葉を交わせる
機会というのが今回が最後となるかというふうに思っ
ております。通常の年であれば、例会や懇親会を通し
てもっともっと交流できたのではないかと思いますが、
チョウさんが奨学生になられました去年の4月頃から
ご存じのようにコロナの影響で例会の開催日数も減り
ましたし、例会をやっても懇親会等が開けないという
ことで、なかなか深く親交するということが難しい一
年だったなと思いますと、非常に残念だなという思い
でございます。また、チョウさんにおかれましては祖
国ミャンマーでは先のクーデターで国内がまだ混乱し
ておりまして、それに対しますご心痛は本当にお察し
いたすところではありますが。今回の例会はそんな状
態ではありますが、チョウさんに祖国への思いも含め
てこの一年間の思い出を卓話していただくということ
になっておりますので、非常に楽しみにしております。
最後になりますが、先日の地震に際しまして深谷ノー
スロータリーの福島会長のほうから、わたくしのほう
にご連絡ありまして、南湖神社が大変な被害を負った
らしいということで、深谷で何とかできないかという
ようなお話が深谷の中でありまして、渋沢栄一記念館
等に募金箱等を設置して少なからずともお力になりた
いというような趣旨のことで私のほうにご報告があり
ました。それを一応、中目パスト会長のほうにはお伝
えしておりましたが、どうやら私が伺ったよりも何や

（２）

本日のプログラム
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ら大きめな企画に今なっているというお話がありまし
た。これも後で、中目パスト会長のほうからご報告あ
るかと思いますが、もし皆様方で交流があったりお会
いするような機会がありましたら、それに関しまして
も御礼と感謝の辞を述べていただければなと思います。
一応、こちらのほうご報告させていただいて会長の時
間とさせていただきます。

■幹事報告 堀田一彦幹事
◦社会福祉法人福島いのちの電話理事

長 丹羽真一：福島いのちの電話を
ご支援いただいている皆様へ

◦国際ロータリー第2530地区会員増
強・拡大・ロータリー情報委員会 

委員長 比佐臣一：会員増強・拡大・ロータリー情
報委員会からのお知らせ

■委員会報告
◦中目公英パスト会長

　皆さん、こんばんは。ちょっと報告
をさせていただきます。2月13日夜半
の福島県沖地震に遭いまして、残念な
がら南湖神社もともとの地盤も悪かっ
たんだろうと思いますが、鳥居、灯篭

等々に亀裂が入ったり、倒壊したりというふうな状況
になってしまいました。クラブの皆さんからも復興、
復旧のためにお力添えをいただいておりまして、本当
にありがとうございます。実はその次の日、私と同
期の深谷ノースの会長であられました荻野さんのほう
から電話がありまして、神社さんのほうがだいぶ被害
を受けてますね。どういう状況ですかというふうなお
話がありましたので、ちょうど福島民報と福島民友の
県南版に記事が載りましたから、それを写真を撮って
ラインで送りました。それからもう一つ、南湖神社の
宝物館にあります日本画二点が今度3月に埼玉県立博
物館、埼玉歴史と民俗の博物館のほうの渋沢栄一の企
画展のほうに貸し出しをするので、埼玉の深谷の方々
も是非、大宮の博物館のほうに見に行ってくださいと
いう、その二つの話を荻野さんのほうに話をしたとこ
ろ、荻野さんのほうが深谷ノースの現福島会長のほう
に話をして、なんか神社さんが相当被害を被ったから
何とか協力しないといけないというふうなことを、
ノースのクラブの中で話がおこったんだそうです。荻
野パスト会長は深谷の小島市長と子供の時代からの大
親友で、俺が言えば市長は簡単にすぐ動くんだみたい

な、そういうふうな事をよくお話をなさる方なんです
けれども、白河市と深谷市が災害協定かなんかをして
いるから、深谷市あげて神社の復興のために協力した
ほうがいいんじゃないかみたいに、なんかどうも白河
にいると話はよく見えないんですけど、そのような話
にすごく大きくなって動いているらしいというふうな
ことであります。本日、産経新聞の埼玉支社の支社長
さんのほうから私のほうに電話がありまして、深谷市
で凄い大きなムーブメントに現在なっているけれど
も、どうなってるんだというふうな問い合わせの取材
を受けまして、実はかれかれこうこうですみたいな話
をしたところ、県民紙の紙面のほうに大きく取り上げ
て、皆さんから協力してもらうように記事を書きまし
からみたいな話になって現状います。これがどのよう
な形で実を結ぶのかは、私のほうからそんな動きをし
てくださいと言ったわけではないので、ノースさんの
自主的な判断でそのような形になっていて、すごいこ
とになった場合には西クラブさんとしてもそれなりの
ご返礼にお力添えをいただかないといけなくなってし
まうのかもしれないなと、今状況がはっきりしないん
ですけど現在そのような形で深谷のほうでは大きな動
きとして募金活動しているというふうな状況になって
いるようでございますので、取りあえず現状そうなっ
ていると。ですから、おそらく吉野年度の一番最後の
時に深谷ノースに行くことになっていますから、その
時に相当大きな事になってるのかなと。なんか全然予
想もつかないのですけれども、そんなに大きくなって
ないだろうと思いつつ、そういうふうな深谷ノースさ
んの大きな市民を巻き込んだ運動をしておられるとい
う状況報告だけさせていただければと思います。簡単
ではありますが、ご報告に変えさせていただきます。

◦35周年実行委員会 居川孝男委員長
　35周年実行委員長のほうからご報告
申し上げます。過日、皆様方に西ロー
タリーの35周年の記念式典等について
アンケートを取らさせていただき、ご
回答賜りお忙しい中誠にありがとうご

ざいます。今現在アンケート上、賛成41名、反対0、
未回答19名でございます。ということで、3分の2以上
の方が記念式典はやりましょうと。但し、先程会長が
仰ったようにこのコロナ禍の中でございますので、規
模等を考えて実行委員会としては基本的に記念式典は
させていただいて、懇親会はアルコールを伴いますの
でやらないという方向性でいきたい。これでいくらコ
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ロナが3月7日に東京圏が解除になっても、なかなかお
酒を伴うとなるとやっぱり記念式典で西ロータリーに
行ってコロナが広まったということではちょっとまず
いかと思うので記念式典だけ、それもこういうふうな
ボードなんかを使いながら密にならないような工夫を
しながら進めていきたいということで、皆さん方のア
ンケートを実行委員会として決めたことをとらせてい
ただいて、賛成多数をいただいたことに意を強くして
感謝申し上げると共に、粛々と4月10日の記念式典に
向けて頑張っていく所存でございますので、メンバー
の皆さんにもコロナ禍ではございますけども、ご理解
を賜りご支援を頂戴できればという思いでいっぱいで
ございますので、今後とも一つご指導ご鞭撻のほうよ
ろしくお願いいたしまして、記念式典は開催すると、
懇親会はちょっと勘弁してくださいという方向でやり
ますので、ご協力よろしくお願いします。

■本日のプログラム
国際奉仕委員会担当
◦国際奉仕委員会 青木大委員長

　今日はチョウ・ナンダさんの卓話を
いただいて、きたるランドセルを渡し
に行く時の予備知識という形でお話を
いただきたいと思っております。それ
では早速、チョウ・ナンダさん、卓話

のほうをよろしくお願いいたします。

◦リモート卓話
　米山記念奨学生 チョウ・ナンダ・トゥン様
　皆さん、こんばんは。チョウ・ナンダ・トゥンと申
します。国際情報工科自動車大学校で勉強をしていま
す。出身は、ミャンマーです。年齢は22歳です。今日
は、どうぞよろしくお願いします。今日は、ミャン
マーの今の状況について卓話させていただきたいと
思います。まずは、ミャンマーの事をご紹介したいと
思います。ミャンマーは、昔はビルマという国でし
た。中国、インド、タイ、バングラディシュの近くに
あります。2010年に、アウンサンスーチーさんの軟禁
が回復された頃から、日本のテレビでもミャンマーの
事がよく取り上げられるようになりました。ビジネス
でミャンマーを訪れる人は多くありましたが、ミャン
マーへ実際行ったことがある人はまだ多くはあまり
いないのでしょうか。民族は大きく分けて8つありま
す。少数民族を合わせると135の民族がいます。それ
に加えて、印僑、イスラム教徒が少なからず住んでい

て、宗教もそれぞれ異なりとても複雑ですが、沢山の
民族が住んでいて、食文化や話す言葉も違います。そ
れは素晴らしいと思います。ミャンマーの首都はネピ
ドーです。最大都市はヤンゴンです。ヤンゴンはとて
も賑やかで日本のビジネスも多く、ミャンマーの人た
ちが憧れる場所です。ミャンマーといったらアウン
サンスーチー氏を知ってない人はいないと思います。
ミャンマーを独立させるように頑張ってくれたアウン
サンの娘です。お父さんのようにアウンサンスーチー
さんはミャンマーの人たちが憧れる人です。ミャン
マーの国家顧問です。なので、なぜ大統領にならない
のかという質問もよくありました。ミャンマー政府の
ルールで、外国人と結婚してると大統領になることは
できません。だから、外国人と結婚してたアウンサン
スーチーさんは偉い人であっても大統領にはなれませ
ん。ミャンマーの大統領は、ウィンミン氏です。ミャ
ンマーの今の状況をいったら、今から約30年前のこと
を言わなければなりません。1988年4月に、アウンサ
ンスーチーさんはお母さんが病気になって英国から帰
国しました。その時は、ミャンマーで軍事が統治する
政権でした。多くの人々は抵抗していました。1988年
8月8日に、民主化を求めて国民が立ち上がりました。
いわゆる、「8888民主化運動」でした。1988年8月8日
だから、8が4つです。その時は、主に学生を含む数千
人がミャンマー軍により殺されました。誰もそのこと
を思い出したくないけど、今でも軍人の行為が心に焼
き付いています。民主運動に積極的に参加したアウン
サンスーチーさんを英国に戻るように頼まれたけど、
スーチーさんが自分の家族よりミャンマーのことを大
切にして戻らずに平和的に独立を得るように頑張りま
した。1989年7月に、軍事政権がスーチーさんを誰に
も連絡を取れないように自宅軟禁にしました。1990年
5月に、総選挙で国民民主連盟（ＮＬＤ）が圧勝しま
した。その時から、国民が総選挙を5年ごとに1回行っ
ています。2020年11月、総選挙でＮＬＤが改選議席の
8割超を獲得と発表しました。2021年2月1日に、ミャ
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ンマーの新たに選出された議会が始まる前、国家顧問
のアウンサンスーチー、大統領のウィンミン氏、市民
社会のリーダー、ジャーナリストや人権活動家を含む
数名の文民政府指導者を拘束しました。総選挙で不
正があったと主張してクーデターをしました。軍事
クーデターを受け入れない人々は、今月の2日から今
まで、夜の8時ごとにブリキ缶でうるさくして抗議を
しています。自由になれた人々は、国軍による政権を
受け入れることはないのだろう。夜8時から朝6時ま
で、外出禁止となっています。携帯電話、インター
ネット接続に関しては、不安定な状況です。昼間は路
上で国民が抗議をしています。ミャンマーの人たちが
ＣＤＭをして抗議しています。ＣＤＭは英語で「Civil 
Disobedience Movement」です。日本語で、「市民的
不服従運動」です。スタッフがＣＤＭをして包囲して
いるので、軍事政府は大変なことになっています。銀
行にもＣＤＭをしているので、銀行は閉鎖されており
キャッシュフローはありません。国民はすべての税金
を払わないです。国の予算がなくなったので、ミャン
マー人が大切にするパゴダや神の寄付を軍事が受け
取っています。インドからコロナウイルスのワクチン
を一回目貰ったけど、二回目の薬は軍事のせいで貰え
なくなっています。インドから飛行機が来れなくなっ
ていますが、中国からの飛行機がミャンマーに来てい
ます。中国はミャンマーにシーフードを出荷している
と主張していますが、実際には武器を輸出しています。
それを世界に知らせてほしいです。中国にとってミャ
ンマーは、ガスやルビーの生産国です。軍事のほうが
囚人を開放して教師や学生を強制的に捕まえています。
夜8時から朝6時まで、外出禁止となっていますけど、
夜になったら国民はよく寝られません。デモするリー
ダーの人や、ＣＤＭをやってる自宅を強制的に捕まえ
ています。ＣＤＭ活動に参加している人たちは強制的
に働かせています。銃を狙っています。軍事が法律の
一部条項を中止し、許可なく盗聴可能になっています。
今まで、警察と軍事により殺された人は約20人くらい
います。2021年2月22日に、22222の民主運動をしまし
た。これからのミャンマーはどうなるか、誰もわから
ない状態になっています。私も日本にいてミャンマー
の事を毎日心配しています。ミャンマーはこれから夏
になってだんだん暑くなりますが、デモする人々も大
変だと思います。日本にいるミャンマー人は、日本の
入館の前にデモしています。コロナの影響で大変だと
思いますが、私たちがデモしてミャンマーのことを日
本にお知らせしたいです。ミャンマーは国際が助けて

くれないと国民だけで出来ない状態です。ロータリー
の皆さんもミャンマーのこと、ミャンマーの国民のこ
とを応援してくれたら嬉しいです。私もロータリーの
皆さんにいつもお世話になっています。どうぞよろし
くお願いします。今日は、ご清聴ありがとうございま
した。

～質問コーナー～
◦居川孝男会員
　チョウさん、こんばんは、見えてます。一つ聞かせ
てください。日本に来て一年間、米山奨学生として過
ごしたんですが、一年間の感想を教えてください。

◦チョウ・ナンダ・トゥン様
　はい、一年間ロータリー奨学生になれて本当に嬉し
いです。ロータリーから、毎月7万貰っているのは私
にとって大きな金額です。前は、アルバイトや学校で
大変だったけど、奨学金を貰ってアルバイトの時間も
減らして勉強のほうもできるようになりました。本当
にありがとうございます。これからも、どうぞよろし
くお願いします。

◦青木大委員長
　チョウさん、今日は時間を作っていただき参加を
していただきましてありがとうございました。今日
参加したロータリーのメンバーも、非常にミャンマー
について詳しくなったんじゃないのかなと思います。
まだ、時間が少しありますので私のほうでも資料をま
とめてきましたので、簡単ではありますがお猿さんで
もわかる程度のミャンマーの事をちょっとお話させて
いただきたいと思います。ミャンマーと言っています
が、先程チョウ・ナンダさんからもあったように、も
とはビルマと言っててミャンマー連邦共和国というの
が正式な名称というふうになっております。国土のほ
うは、南西がベンガル湾、南がアンダマン海に面する
インド東部とミャンマーはベンガル湾を挟んで相対し
ております。国境は、南東にタイ、東側にラオス、北
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東と北に中国、そして北西にはインドですね。西には
バングラデシュと接している地域になります。ちょっ
と文字が小さいので地図のほうも見づらいかと思いま
すが、こういった形をしている地域になります。ミャ
ンマーの国旗ですが、このような国旗をしておりま
す。現行の国旗は2014年10月21日に、軍事政権下で制
定された国旗となります。黄色は国民の団結、緑は平
和と豊かな自然環境、赤は勇気と決断力を象徴し、3
つの帯にまたがる白い星はミャンマーが地理的、民族
的に一体化する意義を示しているそうです。こういっ
た形の国旗を使われております。そして、ミャンマー
の地図を少し見ていくと、行政区という形で7つの地
方と7つの州に分かれている形になります。7つの地方
の、一番はエーヤワディ地方域、そしてザガイン地方
域、タニンダーリ地方域、バゴー地方域、マグウェ地
方域、マンダレー地方域、そして7番ヤンゴン地方域
という形になってます。チョウ・ナンダさんの実家が
ある所は、バゴー地方域ですかね。この茶色のとこで
すね。ヤンゴンのちょっと上ですね。それと地方に州
があるというようなのが、ミャンマーの国となってお
ります。そして、チョウ・ナンダさんの実家を調べよ
うと思ったんですが、これだと教えていただいた住所
を読み切れなくて、私がちょっと読解する力がなくて
出なかったんですけど、多分この辺かなというのを調
べてみました。ヤンゴンの上のほうで、車で4時間く
らいでしたっけ。バスで4時間くらい行った村という
ことですよね。コロナで今、世界的に移動するのはな
かなか厳しい状況になってますが、是非アフターコロ
ナが終わりましたらチョウ・ナンダさんの実家のほう
にお伺いをしたいというように思っております。その
際は、できれば一緒に行ければいいんですが、仕事の

都合とかもあると思いますのでちょっと調整をして行
ける時に、1回ではなくてね、何回かの機会のうちに
一緒に行ければなというふうに考えております。その
際には、今年度の会長も行きますし、次年度の会長も
行きますし、多分多くの人たちが行きますので、是非
ともご案内をしていただきたいと思います。今日は、
どうもありがとうございました。

◦吉野敬之会長
　今日はチョウさん、ありがとうございました。お気
づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども、毎週
できるだけフェイスブックのほうに例会の記事をアッ
プしております。先程、チョウさんからお話がありま
したミャンマーの現状、それと世界の国々の人たちに
今の現状を知ってもらいたいというようなお話は普通
のニュースでもよくお聞きしますので、そういった内
容をフェイスブックのほうに、わたくし共の白河西ク
ラブのページとして記事をあげさせていただきたいと
思いますので、是非皆様方にシェアしていただいて広
めていただければ、チョウさんの思い、ミャンマーの
方々の思いというものが少しでも広がっていくのかな
というふうに思いますので、是非皆様にお願いしてお
きます。100パーセント例会は、これはちょっと無理
じゃないと言ったんですけど、大住さんどうしてもや
りたいというので、というのは嘘で私の我儘で申し訳
ございません。是非、記念すべきといいますか運命的
な3月11日に例会があるという奇跡を皆さんと一緒に
共有したいなというふうに思いますので、是非ご参加
いただきたいと思います。以上で、例会終了いたしま
す。ありがとうございました。

ミャンマー


