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本日のリモート出席者

出席率70.3％
鯖江商工会議所４階大ホール

我等の生業
口ずさむ程度に。

米山奨学生エイー ミャッ トウー
（ミャンマー女性）

「ミャンマーの紹介と日本へきて感じた事」

クラブフォーラム

注：10月30日の例会は休会です。

卓話

「公的医療保険制度と生命保険の現状」
三井住友海上あいおい生命保険(株)北陸営業部福井生保支社

宇 野 澤  一博　様

野中　敏昭　会長
　皆様こんにちは。道
端にはコスモスの花
が、赤・白・ピンク色と
りどりに咲いています。
赤いコスモスの花言

葉は「愛情」「調和」。白いコスモスの花言葉は
「優美」。ピンクのコスモスの花言葉は「純潔」で
す。季節は、すっかり秋になりました。

ロータリーソング

お客様の紹介

テーマ

会 長 の 時 間

馬場一彦  会員・森家　亮　会員

　10月は米山月間です。本日は、米山奨学生、エイー 
ミャッ トウーさんに卓話をお願いしております。
　ロータリー米山記念奨学金制度は、日本のロータリ
ー独自のプログラムですが、これを機会にこのプログ
ラムについて再認識したいと思います。
ロータリー米山記念奨学会とは
　財団法人ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究
を志して日本に在留している外国人留学生に対し、日
本全国のロータリアンの寄付金を財源として、奨学金
を支給し、支援する民間の奨学団体です。米山奨学事
業は、日本最初のロータリー・クラブの創立に貢献し
た実業家・米山梅吉氏の功績を記念して発足しまし
た。“1ヶ月のタバコ代を節約して、留学生支援に”とい
うスローガンで、1952年に東京ロータリー・クラブで
始められたこの運動です。創立以来の累計で奨学生
数12,700人を超え、国籍別では104カ国となりまし
た。
米山奨学事業の意義について
　奨学金による経済的な支援（一人年間約170万円）
だけでなく、奨学生とロータリアンとの交流が、他の奨
学団体にない特色です。奨学生一人ひとりに世話クラ
ブとロータリアンのカウンセラーがつき、奨学生の個
人的ケアにあたるよきアドバイザーとなります。奨学
生は世話クラブの例会に出席して、米山月間には卓
話をしたり、時に奉仕活動などにも参加したりして、カ
ウンセラーをはじめ、クラブのロータリアンと交流す
ることになります。様々な職業、世代で構成されるロー
タリー・クラブでの交流は、奨学生が日本の伝統、文
化に接し、将来や奉仕について考える機会となります。
米山奨学生とロータリアンとの交流は、相互理解のみ
ならず、双方にとって財産となるものです。
1万人を超える学友が、いま世界を舞台に活躍してい

ます。また、米山学友から2人のガバナーも誕生してい
ます。
　今年は、コロナの影響で米山記念奨学会の活動も
制限され、大変なことと思います。しかし、このような
世界と日本の架け橋をしてくれる若者を育てるプログ
ラムを、我々ロータリアンが、守っていかなければな
らないものと思います。
　若さは何よりも素晴らしい才能だと思います。
しかし、私たちおじさんおばさんも若者も、六十歳に
なろうと十六歳であろうと人間は、驚きへの憧憬・夜
空に輝く星座の煌きにも似た事象や思想に対する敬
愛。何かに挑戦する心・子供のような探究心があれ
ば、いつまでも若者でいることができると思います。
若さとは、人生の一時期のことではなく、心のあり方だ
と思います。
　皆さん、いつまでも若さを忘れず頑張りましょう。

米山奨学生：エイー ミャッ トウーさん
　　　　　　（ミャンマー出身　女性）　
福井工業大学：建築土木工学科４年生
お世話クラブ：福井西ロータリークラブ

地区米山奨学委員：大刀　隆雄　様
　　　　　　（武生府中ＲＣ）

カウンセラー：矢田　義邦　様

テーマ「例会 出席率向上」
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テーマ卓　話

（10月レート適用は、10月1日（木）以降に弊局口座へ着金対象）

日本事務局からのお知らせ
2020年10月のレートは、1ドル＝105円です

にこにこＢＯＸ報告

地区米山奨学委員　大刀　隆雄　様
野中　敏昭　会員
齋藤多久馬　会員
梅田　吉臣　会員
深見　泰和　会員
笹尾　昌敬　会員

1.米山奨学月間です。よろしくお願いします　2.久しぶりに大刀さんとお会いして　
3.エイ ミャッ トゥーさんの卓話をたのしみに　4.寒くなりました。卓話をたのしみに
5.米山奨学生をお迎えして、卓話をたのしみに　6.早退させていただきます

瀧ヶ花　秀晃　幹事
・来週の例会は、クラブフォーラムです。テーマは、
「例会出席率向上」で、何組かに分かれて懇談・発表
の予定であります。
・11月は家庭会合の月間です。10月～11月中に開催
お願いします。今年度はコロナ関係で親睦会等の予

算がありますので、クラブから家庭会合会費の補助をします。

窪田　健一　会員
園 　   幸雄　会員

米山奨学生

エイー ミャッ トウー　さん
（ミャンマー女性）

「ミャンマーの紹介と日本へきて感じた事」

幹　事　報　告

　

地区米山奨学委員　大刀　隆雄　様
　先ほど、米山奨学会について丁寧なご説明をいた
だきましたので、簡単に補足説明いたします。ロータ
リー米山記念奨学事業豆辞典3Pをご覧ください。
事業の使命：将来、日本と世界を結ぶ「懸け橋」となっ
て国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者

となる人材を育成することです。これは、ロータリーの目指す”平和と国際理解
の推進”そのものです。”平和日本”を世界に伝え、国際親善と世界平和に寄与
したいという目的です。地区の奨学生割当数：2650地区2020年は50名、
2021年は53名です。寄付の種類は、普通寄付金と特別寄付金の2種類で、昨
年度の2650地区実績は全国5番目で、1人平均寄付額は21,423円でした。

卓話者　エイ ミャッ トウー　さん
テーマ　「ミャンマーの紹介と日本へきて感じた事」
　私は日本に来て6年目です。毎回、自己紹介する時
に「私はミャンマーからまいりました」と言うと、「ミャ
ンマーってどんな国ですか」とか「どこにありますか」
と日本の方から聞かれることが多いです。そこで今回

は私の国、ミャンマーのことを少し紹介します。
　ミャンマー連邦共和国は、東南アジアのインドシナ半島西部に位置する共
和制国家で、南西はベンガル湾、南はアンダマン海
に面しています。南東はタイ、東はラオス、北東と北
は中国、北西はインド、西はバングラデシュと国境を
接しています。ミャンマーの公用語はミャンマー語（
ビルマ語）です。大学で日本人の友達から「ミャンマ
ー語はどんな文字を使っていますか。見せて下さい
」と言われ。実際に文字を書いて見せたところ「ええ
…ミャンマー語って目の検査みたい…まるまるです
ね」と言われました。下にミャンマー語を書いていま
すのでみなさんも一度ご覧ください。どのように感じ
ましたか。
　次に、日本とミャンマーの野菜やお肉の値段の違
いは、日本で180円のキャベツ1玉はミャンマーでは約35円で買えます。野菜
や肉だけではなく服や食品など日本に比べて全て安いです。物価が安いとと
もにその分一ヵ月にもらえる給料も安いです。また、子どものいない夫婦では
月々6万円あれば、楽に生活できます。
　次にミャンマーの食文化とミャンマーの代表的な麺料理やおやつを紹介し
ます。ミャンマーは多民族国家のため、その食文化も多彩で、味わい深いもの
が数多くあります。独自の食文化を持つものから、日本食に通じるものまで様
々な料理があります。主食は米です。御飯、肉料理、野菜、スープがつくのがミ
ャンマーの家庭で出る一般的な料理です。味が濃く、
脂っこいのがミャンマー料理の特徴です。お米の国ミ
ャンマーには麺料理も沢山あります。米の麺にほぐし
たナマズの身を煮込んだスープをかけて、茹で卵、天
ぷら、パクチーを入れて食べる「モヒンガー」は、ミャ
ンマーの代表的な麺料理です。
　ミャンマーの代表的なおやつに「ラペソー」というものがあります。ミャンマ
ーには飲むお茶だけでなく、お茶っ葉を食べる文化があります。野菜と混ぜて
サラダにしたり、また茶葉を発酵させ漬物のようになったものを油に和え、干
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しえびやゴマ、ピーナツ、揚げ豆、にんにくなどと一緒
に食べる事でさらに美味しくなります。
　私は日本に来てから６年経ちましたが、日本に来
た当初、日本の生活に慣れていないためビックリし
たことがたくさんあります。これから紹介する内容は
日本人の方から考えると当たり前なことだと思いま
すが、私だけでなく他の国から来た人たちにとって
は当たり前なことではありません。
　1つ目は、日本では水道水をそのまま飲めるということです。ミャンマーでは
水道水をそのまま飲むことはできません。ふつうは水を買ったり、自分で濾過
したりして飲んでいます。日本に来たばかりの時、日本語学校の先生から「水
道の水はそのまま飲めるよ。」と言われビックリしました。
　２つ目は、日本では生ものを食べる習慣があることです。私の国では生卵
や刺身など生ものを食べる習慣がありません。ちゃんと火を通さないと体に
悪いというイメージをみんな持っているため、加熱処理するのが一般的です。
日本で食べている生物は安全性が高いことはわかっていますが、私たちは子
供の頃から生ものを食べる習慣がなかったため今でも精神的に食べられな
いです。
　3つ目は、日本では子どもだけで学校に通わせることです。子供が学校へ通
う道中に何かあるとどうするだろうと、日本の親は心が冷たいと感じました。私
の国では子供を犯罪から守るため、親や祖父母が送り迎えします。私も高校
生まで親が送り迎えをしてくれました。今は安全な国日本だからこそできるの
だと思っています。今思えば、日本の親は自分の子供を1人で学校へ通学させ
ることは自立心を養うためのものなのかなと考えが変わりました。
　４つ目は、1円単位まで正確に計算して割り勘することです。ミャンマーでは
たまに学生仲間たちは割り勘にすることもありますが、誰も1円単位まで正確
に計算することはしません。
　以上のことは、日本に来たばかりの時はびっくりしましたが、段々日本の生
活になれてきてこれは異文化だから考え方や習慣そのものが違うと分かりま
した。しかし、今でもどうしても理解できないことがあります。日本人は「みどり」
のことを「青」となぜ呼ぶのでしょうか。例えば信号機の色、青りんごや青のり
です。私の場合、「みどり」と見えているのに、口から「青」とは全く出ないです。
やはり、これも習慣が違うためだと思います。これからも日本での生活の中で
文化や習慣を学び、また互いの文化を理解しあいながら日本での生活をより
よいものにしていきたいと思います。
　質問：日本で一生懸命学んだことを、ミャンマー
へ帰った時に役に立つこととか、仕事とかがミャン
マーにはあるのでしょうか？
　答：あります。学校を卒業した後の就職も決まりま
したので、日本で50年ぐらい暮らす中で茶道や生け
花を学び、ミャンマーに帰ったらみんなに茶道や生け花を教えたいなと思い
ます。何故なら、茶道や生け花をしていると本当に落ち着く感じだから、難し
いけれど大好きだからです。他にも日本の文化をミャンマー人に教えてあげ
たいです。

増永　英彦　会員
孝久　治宏　会員
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