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前回の例会 

2020年 11月 13日(金)第 1897回 

卓 話 「 タジン 」 

卓話者 2020年度米山奨学生  

    タジン ミイン ミイヤ チョー 様 

   （世話ｸﾗﾌﾞ:松原RC）（母国：ミャンマー） 

今週の歌  「 我らの生業 」 

      「 夕焼け小焼け 」 

お客様の紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰（１１月度） 

 池田茂雄会員（第３８回） 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2020年 11月 20日・第 1897号 

 

2020年 11月 20日(金)第 1898回 

卓 話 「 時の流れに身をまかせ  」 

卓話者   田口  隆  会員  

今週の歌  「 Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 」 

      「 堺北ロータリークラブの歌 」 

      「 まっかな秋 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

 

 

 

2020-21年度 国際ロータリーのテーマ 

    「ロータリーは機会の扉を開く」 

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ） 

四つのテスト 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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 藤井秀香 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fujii/  

E-mail ： fujii@rid2640g.com 

会長：山中喜八郎  幹事：塩見 守  広報委員長：坂田兼則  編集者：永富久紀 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2020年11月27日(金)第1899回 

卓 話    「 未定 」 

卓話者  中川 澄  会員  

本日の例会 

 

時間 

 

＜11月13日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           30名 
出席会員           18名 
欠席会員             12名 

     ゲスト             1名 
    ビジター           0名 

        今週の歌 

       「 まっかな秋 」 

 

  まっかだな まっかだな 

  つたの 葉っぱが まっかだな 

  もみじの 葉っぱも まっかだな 

  沈む 夕日に てらされて 

  まっかなほっぺたの 君と僕 

  まっかな 秋に  

  かこまれている 
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 「 タジン 」 

 2020年度米山奨学生 

タジン ミイン ミイヤ チョー様 

     （松原ＲＣ・ミャンマー） 

 

 こんにちは、ロータリー米山

奨学生、松原ロータリークラブ

所属タジンと申します。 

昔はビルマと呼ばれていまし

たが、国名を変更して今はミャ

ンマーと言う国になった、ミャ

ンマーから参りました。 

 これから、ミャンマーについて少し紹介したい

と思います。ミャンマーと日本は 4364km 離れて

います。日本の東京成田空港からミャンマーのヤ

ンゴン国際空港まで6時35分ぐらい掛かります。

大阪の関西空港からはミャンマーまで直接行け

ないのでタイ、ベトナム、中国、マレーシアなど

の他の国から乗り換えしないと行けないので、10

時間ぐらい掛かります。 

 ミャンマーの国土面積は約 68 万 km2 です。日

本は 38 万 km2 なのでミャンマーは日本の二倍の

大きさです。でも、ミャンマーの人口は約 5300万

人で、日本は１億 2千 7百万人なので人口は日本

の半分です。 

 ミャンマーの地方行政区分は 14 あります。首

都はネーピードです。でも、経済や交通の主要都

市はヤンゴンです。ヤンゴンはミャンマーで一番

人口が多く、521 万人が住んでいます。私はヤン

ゴン出身で、ヤンゴン国際空港から車で 15 分位

の地方で住んでいます。 

 ミャンマーには８種類の民族がいます。その中

の私はビルマ民族です。そして、宗教は仏教が 

88％、キリスト教が６％、イスラム教が４％、ヒ

ンドゥー教が１％とその他の宗教が１％です。ミ

ャンマーの言語はミャンマー語です。ミャンマー

語には基本の 33文字があります。 

 これから、私のことについて自己紹介します。

私の学歴は、小学校 5年間、中学校 4年間、高校

2年間、英語専門学部の大学で 3年間勉強しまし

た。日本では 22 歳で大学を卒業しますが、私の

時代はミャンマーが現在の教育システムに変わ

る前なので、私が大学卒業の時は 20 歳です。マ

ーケティングが大好きで、それから、ビジネス専

門学校に入り、会計学とマーケティングについて、

勉強しました。その時、私の将来の夢は自分が経

営するビジネスで、お金持ちになることでした。

何のビジネスをするかも分からないし、ビジネス

の企画とかもしていなかったですが、私のビジネ

スでお金持ちになることだけ考えていました。 

 2011年ミャンマーの経済改革後、日本の企業が

ミャンマーに増えました。その日本企業で，通訳

として働いている叔父から日本の会社の仕組み

を聞きました。その時の話が私の夢を大きく変え

ました。私の叔父の話はビジネスには利益より大

事な事もあるよ、日本企業には 5年間，10年間な

どの長期の計画があるよ、会社に働いている一般

社員にもそのような計画があるよ、その計画があ

るので日本の経済が成長になっているよ、という

話を聞きました。日本の会社の仕組みを聞いて、

日本の経営について詳しく勉強したくなり、日本

に留学することを決めました。 

 日本の経営を勉強するためには、日本の文化も

理解することが必要だと思い、白鳳短期大学に入

学しました。雪丸で有名な、奈良県、王寺町の大

学で、総合人間学科、国際人間学専攻で、日本語

と日本文化を勉強しました。大学の勉強だけでは

なく、王寺町のスポーツ大会、おせち料理作り、

大学から駅までのゴミ拾い、川掃除のような、美

化活動、などに参加しました。女子留学生グルー

プで、夏休みは富士山や文楽劇場に行ったり、た

ぬき村で茶碗作りなどを行って日本の事と日本

の文化を学びました。冬休みには兵庫県のハチキ

タスキー場に行って、スキーの体験もしました。 

 大学では、学友会のメンバーとなり、学園祭の

時タイ料理屋を手伝ったり、交際留学生のファッ 

ションショーなどの担当もしました。また、日本

の茶道、書道、日本の浴衣や着物などの異文化を

体験し、学びました。スピーチ大会に出たり、国

際交際会などにも参加しました。白鳳短期大学の

代表として奈良県王寺町の国際交際セミナーで

ミャンマーの産業についても発表しました。 

 

 このような交際交流などのイベントをきっか

けに、恋をしてしまいました。一目惚れの相手は

卓 話 
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「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」の法隆寺です。

奈良県では東大寺が一番有名ですが、私は法隆寺

の見どころ、雰囲気が大好きです。1300年前から

の五重塔を文化財として今までそのまま守って

いることを見て憧れてしまいました。 

 ミャンマーにもそのような文化財として長く

守りたい場所が数多くあります。ミャンマーの観

光地も世界に紹介したくなり、ミャンマーと日本

の架け橋として観光ビジネスをしたいと考え、白

鳳短期大学の卒業後、今の大阪観光大学に編入し

ました。 

 観光学部、観光学科、観光経営スタジオで、観

光の色々な内容を勉強しています。関西空港で実

習したり、りんくうタウンのプラスチックゴミ問

題の実習に参加したり、スピーチ大会に出たり、

旅行企画コンテストにも出ました。日本国内企画

としては留学生の立場からの沖縄体験、京都体験

などを作りました。友達が企画したトロッコ電車

にも乗る「嵐山の日帰りバス研修」も実際に体験

できた企画です。海外企画として「ミャンマーの

有名な観光地を体験しよう」というテーマで、ミ

ャンマー1 週間旅行の企画も作りました。パフォ

ーマンス賞もいただいた企画なので、その企画か

ら、皆様にも面白い内容の食文化について少し紹

介したいと思います。 

 日本では日本酒が有名ですが、ミャンマーでは

ヤシの酒が人気です。ヤシから採れる液体を発酵

させて、作った醸造酒です。アルコールは 4%で、

日本のチューハイと似た感じです。味は舌にわず

かな炭酸を感じて、ちょっと酸っぱい味です。そ

れから、柔らかい甘みも感じます。 

 ミャンマーの朝食です。朝はパンやご飯も食べ

ますが、うどんのような麺を朝によく食べます。

味噌味に見えますが、これは魚のスープでの麺で

す。昼はインド方の赤いカレーや天ぷらを食べま

す。サラダと肉料理、スープが普通の定食です。

これはミャンマーのパンケーキです。豆，ゴマ、

ネギなどで作ります。ミャンマーの正月にもおも

ちを食べます。おもちの中にはヤシから作った砂

糖を入れて、きな粉ではなく、ココナッツをかけ

て食べます。ココナッツジュースで、おもちとゼ

リーを入れて食べた

りもします。 

 これはミャンマー

のたこ焼きのような

お菓子です。海鮮物を

使わないで、豆やネギ、うずら卵で作ります。た

こ焼きならマルになるですが、これが丸の半分し

かできないので、店で売る時は、2 つを丸のよう

にして、売ります。ミャンマーでカップルのスナ

ックと呼ばれます。ミャンマーではお茶を飲むだ

けではなく、茶葉を食べます。ゴマ、色々な豆類

と一緒にサラダのように食べます。たまには、ト

マト、キャベツなどの野菜を入れても食べます。 

 奨学生として選ばれたことで、色々な友達がで

き、今日の卓話の機会もできて、感謝しておりま 

す。恩返しとしては、これから NPO観光業界に入

り、将来的にはただお金持ちという夢じゃない、

ロータリーの目的のような職業を通じて社会の

発展と国際平和を目的に、地域の人々の生活の改

善や、社会に役に立つ活動に力を入れたいと考え

ています。 

 小さな人間なので、国際平和までできるかどう

かは分からないですが、私の人生を企画しました。 

～5 年後の私は、今の勉強した知識、日本での体

験などをつうじて、社会に役に立つ人間として生

きたいと考えています。 

～10年後の私は、日本と母国ミャンマーの架け橋

として観光ビジネスをしたいし、ミャンマーの観

光地発展に力を入れたいと考えています。 

～将来的にはミャンマーにおける観光業界の発

展に貢献できるビジネスのプロになることを目

標に観光ビジネスをしたいと考えています。日本

のおもてなしやサービスを取り入れた観光ビジ

ネスがミャンマーにあれば、観光客の満足度も上

がり、ミャンマーの経済も潤っていくと思います。

日本で学んだ知識をぜひミャンマーへ導入した

いと考えています。 

これで、私の発表を終わります。ご清聴ありがと

うございました。 

 

 

 

副会長 塩見 守 

  

 2020年 11月 7日（土）ＪＡ和

歌山ビルにて、国際ロータリー第

2640 地区 2020-2021 年度地区立

法案検討会に、堺北ＲＣ選挙人と

して出席して参りました。まず初

めに、藤井ガバナーによる開会点鐘、それから出

席者の確認、ガバナー挨拶、議長の選出、議事録

会長の時間 
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作成人並びに議事録署名人の選出、資料の確認、

議案の審議及び協議の順に行なわれました。藤井

ガバナーの挨拶の中で、ガバナー公式訪問も残す

ところ後わずかで、zoom等での参加もあったそう

ですが、ほとんどのクラブに訪問できたことを喜

ばれていました。又、10月 24日（土）霊場の聖

地 和歌山県高野山金堂にて行なわれました「ポ

リオ根絶及び新型コロナウイルス感染終息祈願

法会」の報告もされていました。こちらは、閉会

の前にプロジェクターを使って詳しく紹介され、

Facebookにて中継動画配信機能を利用して、宗旨

宗派を超えて世界中の皆様と共に祈りを捧げた

様子が映されていました。審議事項では、（1）

2019-2020年度地区財務報告採択の件（2）ガバナ

ーノミニー（2023-2024 年度ガバナー）選出方法

採択の件を審議しました。（1）議案は全員一致で

承認されました。（2）議案については、指名委員

会制度で行う事になり、5 名の指名委員を選出致

しました。報告事項では、規定審議会とＲＩ理事

会について説明していただきました。以上で地区

立法案検討会の報告とさせていただきます。 

 

 

 

 

ホームページ委員会 

ホームページ用「お正月 集合写真」 

撮影のご案内 

ホームページ委員長 池田 茂雄 

 

 今年も、あと僅かとなってまいり

ました。 

さて、当クラブホームページの「お

正月ご挨拶」用としての「集合写真」

を、今年も下記により撮影いたしま

す。お正月にふさわしい服装にて、万障お繰り合

わせのうえ,ご出席くださいますようご案内申し

上げます。 

          記 

1. 日 時    2020年 12月 4日(金) 

             午前 11時 50分集合 (例会前) 

2. 場所      例会場 

 

 

 

 

 

  

（50音順） 

池田茂雄会員 皆出席表彰をいただきありがと 

       うございます。これからも頑張り 

       ます。 

奥野圭作会員 結婚記念日のお祝い有難うござ 

       いました。 

塩見 守会員 タジン様、ようこそ堺北ＲＣへお 

       越しくださいました。卓話楽しみ 

       にしております。 

嶽盛和三会員 タジンさん卓話ありがとうござ 

       います。 

永富久紀会員 早退 お詫び。 

             合計１６，０００円 

◆米山奨学特別寄付･･･濵口正義会員 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

委員会報告 

11月度 皆出席表彰 
 池田茂雄会員（第３８回） 

本日卓話をしてくださったタジンさんへ 
塩見副会長より御礼の贈呈 
ミャンマーの民族衣装が素敵です！ 

例 会 風 景  


