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ガバナー 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  

広報・会報委員会 

宮内 清次、石毛 充、越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「相続を考える」 

 

税)サンキョウ 社員 小田島 千夏様  

    

 

前回例会報告（１０月２２日） 

点      鐘：信太秀紀会長 

ロータリーソング： 「手に手つないで」 

ビジター紹介： 

地区米山記念奨学委員会委員 山崎浩一様 

             （佐原香取 RC） 

米山奨学生 ピョーサンディマウン様（卓話者） 

（千葉科学大学 銚子東 RC） 

交換留学生：Andrew Scott DAVEY 君 

 

 

 

みなさんこんにちは！さて、性格は変えられる

でしょうか。性格は四重の輪で構成されていま

す。まず中心のコアの部分は、「気質」といっ

て生まれた瞬間から決定されています。また次

の輪は「狭義の性格」とされており、どこの家

で生まれたか、誰に教育されたかで決ってしま

います。この二つは絶対に変えられません。三

番目の輪は社会的性格（習慣的性格）と呼ばれ、

にっこり笑って挨拶するか無愛想なのかなど、

いわゆる生活態度の部分に現れてきます。最後

の輪は「役割性格」といいます。家にいるとき

や、会社にいるとき、友達に会っているとき等

とそれぞれ、少し違った性格になることを言い

ます。後者の二つの性格は変えられます。どの

ように変えるか考えてみましょう。たとえば、

朝出勤する時雨が降っています。さあどんな気

分でしょうか？いやな気分ですよね。ところが、

ある女性が昨日デパートへ行っておしゃれな

パラソルとレインシューズを買ってきました。

そして今日は朝から雨が降っていたとしたら、

どんな気持ちでしょうか。楽しい気分になるは

ずです。また、ストレスのたまる満員電車の中

で、モチベーションが高まり、気持ちが HIGH

になる曲を聞いたとしたら、どうでしょうか 

見える風景は全く変わり、ドラマチックな気持

ちになるかもしれません。環境は何も変わって

いない、ただ自分の気分が変わっただけなので

す。物事の捉え方を前向きにしていくことで、

自分の性格を変えていくことができるのです。

そして感情さえもコントロールできる、という

ことを私達は再認識しなければなりません。 

会 長 挨 拶 
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【週報拝受】 

鹿島臨海 RC、成田空港南 RC、旭 RC 

 

 

 

 

☆ 創業記念日：鴨志田明人会員（10 月 22 日） 

 

 

 

地区米山記念奨学委員会 委員 

佐原香取 RC 山崎浩一 様 

 

本日は 

米山奨学生 ピョ

ーサンディマウン

さんの卓話宜しく

お願い致します。 

 

 

高瀬 幸雄会員 

 

10 月 18 日～19 日

RYLA セミナーに

島田会員、佐藤会員、

銚子高校か DAVEY、

栗橋君、山邨君、総勢 6 名で参加し無事終了し

ました。 

 

 

 

 

 

← 

ポール・ハリ

ス・フェロー

の田中英子幹

事に認証章を

手渡す会長 

 

 

 

 

← 

交換留学生

Andrew Scott 
DAVEY 君に支援

金（お小遣い）を

贈る 

 

 

地区米山記念奨学委員会委員  

山崎浩一様（佐原香取 RC）                  
 

日頃より米山記念
奨学事業をご理解
頂き誠にありがと
うございます。又、
本日は現役米山奨
学生卓話を依頼し
て頂き御礼申し上
げます。又、本日の
米山奨学生ピョー
さんが直接大学で
お世話になられて

いる方も銚子ロータリークラブの会員でいらっしゃ
る様でありますので重ねて御礼申し上げます。 
私は、今年度米山記念奨学地区委員をしておりま

す山崎と申します。所属は佐原香取 R.C.であります。 
この米山事業は、皆様ご存知の通り 1952 年に構

想が立案され翌年に東京 R.C.が基金を開始致しま
した。この様な話は私の様な若造が言わなくても皆
様ご承知だと思っております。それでは、冒頭から
かなり突っ込んだ話を致します。昨今の日本の外交
問題等で中国、韓国との問題があげられます。今年
度の奨学生も 22名中、中国人 7名韓国人 3名と 45％
を超えております。我々地区委員の方にも中国・韓
国の人間は受け持ちたくないと直接訴えてこられる
クラブも少なくありません。地区の方でも選考の所
であからさまにこの両国に対し０名とする事も不可
能で有りますし又、するつもりもございません。今
現在は最終選考時に漢民族が多くならない様に配慮
する事くらいであります。 
確かに大学を通しての推薦になりますので何も制

限をつけなければ大半が中国の方になってしまうと
いう位彼等の学業は優秀であります。 
改めてこの事業の最大の特徴は、彼等が世話クラブ
を通してロータリアンとの接点を持たなければなら
ないという事にあります。当然世話クラブのカウン
セラーの方がクラブとの橋渡しをして実業人・専門
職業人である我々ロータリアンとの交流を通じてよ
り深く日本を知ってもらい、ロータリーが求める平
和の心を身をもって感じてもらい将来の平和の伝道
者に育てる目的がある事もご理解下さい。 
この事業を東京 R.C.が立ち上げた根幹の思いには、
あの戦争の悲劇を絶対に繰り返さない為に国際親
善・世界平和に寄与したいという願いがありました。
こうも言っています。将来の日本の生きる道は平和
しかない。その平和日本を世界に理解させる為には、
アジアの国々から一人でも多くの留学生を日本に迎
え入れて平和日本を肌で感じてもらうしかない。そ
れこそ日本のロータリーにふさわしい国際奉仕事業
ではないだろうかとも記されております。 
先人達はこの言葉に全てを込めているとすれば、

まさに今現在のこの様な現況の時の今こそ即効性は
ありませんが、我々は政治家ではありませんので 
この事業を通して将来の世界平和を夢見てこの事業
への更なるご理解を頂戴できれば幸いと考えます。 
今日ここで卓話をした奨学生は今年度の奨学生の

中で、一番ロータリー活動に積極的に参加してくれ
ている子であります。彼女は銚子東 R.C.が世話クラ
ブでありますので殆どのロータリー行事の開催場所
の千葉、船橋、幕張から一番離れたところを起点と
していますが、全ての行事に出席してくれています。
ですから、おそらく世話クラブでは、彼女の事、又
は彼女の祖国ミャンマーの事を悪くいう方はいらっ
しゃらないと思います。今回の卓話訪問もこの３０
日間で３回をこなして頂く予定になっております。 
ピョーちゃんみたいな子ばかりであればロータリア
ンから不平不満が出る事もないんですけどね。今年

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

卓 話  幹 事 報 告 

ポール・ハリス・フェローの表彰 
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度の我が地区のガバナー宇佐見さんの今年度の米山
事業への要望として全クラブで世話クラブを立候補
して頂く様我々地区委員に説き伏せなさいと命じら
れております。本当に良い子達が多いので何卒宜し
くお願い致します。   
寄付のお願いは、貴クラブ活動計画書に記載され

ている通り￥15,000/年となっております。坂本委員
長を困らせない様にしてあげて下さい。何卒宜しく
お願い致します。 ご清聴ありがとうございました。
    
   
 
日本での留学生活と母語として話される 
日本語との本当の出会い 

米山奨学生 ピョーサンディマウン様 

皆さん 
 こんにちは。本日は銚子ロータリークラブで話し

する機会をく
ださいまして、
誠に有難うご
ざいました。
千葉科学大学、
危機管理学部、
環境危機管理
学科で勉強し
ている３年生
のピョーサン
ディマウンと
申します。出
身地はミャン

マーのヤンゴンです。 ミャンマーは２０１１年、
軍事政権から民主化されるまでは、日本ではあまり
知られていなかったと思いますので、本日はまず、
私の国ミャンマーについて少しご紹介したいと思っ
て、スライドを準備しておきました。 
インド、ラオス、タイ、中国と接しているミャン

マーは東南アジアにある仏教の国です。面積は日本
の２倍ぐらいあり、人口は６０００万人ぐらいです。
ミャンマーの政治機関のある新しい第一首都はネー
ピャィドーという内陸のほうにある町で、私の出身
地ヤンゴンは昔からある第２首都で経済的に栄えて
いる町です。ミャンマーの主な民族は８種類あって、
小さな民族は１２８種類あります。次のスライドに
見えるのは、ミャンマーの伝統的なメーク、タナカ
といいます。タナカはタナカの木を切って、それを
水でこするとタナカの液体ができます。それを丸と
か四角のデザインで頬を飾ります。タナカは日焼け
止めのためとか、日焼け治しのためとか、肌を冷た
くさせる効果もあり、多くのミャンマー人女性は愛
着されている伝統的なメークです。そして、ミャン
マーのお正月は４月に行われます。お正月の時、古
い年の汚れや悪いことを水で洗い、新たな年を新た
な精神で迎えるという意味で水祭りが行われて、若
者の中でも一番人気のある祭りです。普通は、びし
ょ濡れになるまで水をかけますが、パゴダやお神社
に向かうお年寄りや妊娠している方々や、お坊さん
等には迷惑をかけないように、水をかけないという
習慣があります。元旦に功徳をつむということで、
仏像を水できれいに洗ったり、老人ホームでお年寄
りのお世話をしたり、神社などへ行って掃除をした
り、道端で舞台を作って、食べ物をご馳走したり、
殺される運命にある生き物を自由にしてあげるなど、
色々な善行をします。そして、一年に一回だけ咲く、
黄色のパダウという水祭りの花もあちこちに見かけ
られて、右下の写真のように水祭りの踊りをする人
たちの髪の毛の飾りとしても見かけられます。 
２０１１年に民主化された後、世界的にビジネス

に関して注目を集めるようになり、安倍晋三総理大
臣も訪問され、先日、日本の大企業の５０社と共に、
日本企業のミャンマーへの進出も多くなってきたの
です。そうした状態の中で、日本からミャンマーへ
の直行便が２０１２年１０月に１２年ぶりに再開さ

れて、私が帰国するたびに飛行機の乗客はミャンマ
ー人より、日本人の割合が大きくなり驚くと同時に
嬉しくなった覚えがあります。 
 私は子供のころから日本の映画や歌などが大好き
だったので、日本はほかの国より親しみを感じ、母
国でも日本語専攻で大学を卒業したため、教科書で
しか見たことのなかった日本を是非経験したいと思
い、日本留学を目指しました。そして、日本で開催
する国際弁論大会に参加した時、今の大学のことと、
その中にある、アジア唯一の危機管理学部の存在を
知りました。そのころ日本では東日本大震災が起こ
り、ミャンマーでも２００８年５月にナギスサイク
ロン台風に遭って、Aye Yar Wady川沿いのほとんど
の町が津波で流されて数多くの人名が奪われました。
ミャンマーは元々災害の少ない国なので、実際に災
害にあった時には、支援援助とか、復旧活動にも手
が回らず、被害者たちは本当に大変な目に遭ってい
ました。そのような記憶があったので、将来環境改
善に関係した仕事に就きたいと思ったのが今の学部
を選択した理由です。 
日本に来たばかりの時には、日本人の友達もあま

りいなかったし、若者の言葉とか、基本的な日本語
能力の問題もあって、授業の受け方も分からず、本
当に苦しかったのです。でも、英語ゼミとか、合唱
団体等に入って、異文化理解を深めたり、試験の前
に皆で教えあったりすることで、自分も気づかない
うちに、みんなと仲良くなっていたのです。先生と
か友達を含め、周りの人たちの助け合うという気持
ちが凄く感じられた３年間でした。 
 そして、千葉科学大学に入学するまでの、私の日
本語に関する知識は全て教科書に載っている「日本
語」でした。しかし、入学してから私の「日本語」
は新しい影響を受け始めました。例えば、最初に覚
えた日本語の挨拶「おはよう」は朝だけではなくて、
夕方のブ活の時でも、アルバイトの時でもその日最
初に会った時、「おはようございます」と言われまし
た。私は、「みんな、まだ朝だと思っているのかな？
と非常に不思議に思いました。辞書を調べてみても
「おはよう」はほんとうに「朝の挨拶」と書いてあ
りました。 
翌日、友達に聞いてみたら、「おはよう」は朝だけ

ではなくて、その日初めて会った人にも使えるの
よ！私たちも昼でも、夜でも使うわ」と説明しくれ
ました。特に、芸能界では、その日の番組の出番の
ため、様々な時間にスタジオにやってくる芸能関係
者が、いちいち朝昼晩に合わせて「おはようござい
ます」「こんにちは」「こんばんは」と使い分けるの
が面倒なので、時刻に関係なく、最初にスタジオに
現れた時、「おはようございます」という挨拶が定着
したということ話を聞いて少し納得しました。日本
語って勉強すればするほど面白くなっていきます。 
もうひとつ私の日本語が影響を受けたエピソードを
お話しします。日本語には「全然分からない」のよ
うに否定表現の前に使う「全然」というのがありま
す。最近では、肯定の表現、例えば「全然、美味し
い」とも使われています。その「全然」を巡（めぐ）
ってのエピソードです。 
ある日、友達と図書館で試験対策のため待ち合わせ
をしていたのに、約束した時間にとっても遅れて着
きました。友達に一人で待たせてしまい、本当に申
し訳ない気持ちで一杯でした。「ごめんね、遅くなっ
て」と言った途端、友達は「ううん、全然」って、
笑顔で返事してくれました。その一言で、私は感動
してしまったのです。「全然」って心を慰められるも
のすごくいい優しい言葉だと思いました。日本語は
他人のことを考え、思いやる心が生き生きと入って
いる言語だと思いました。 
でも、「おはようございます」も「全然」の用法もど
ちらも教科書には載っていません。 そうです。これ
が、日本語を母語とする人たちが実際の生活で使っ
ている日本語なのです。私は、日本人の皆さんと暮
らしながら、生きた日本語にたくさん出会えるのも
ある意味、毎日の楽しみとも言えます。学校が終わ



− 4 − 

った後には、アルバイトとして日本人にミャンマー
語を教えています。日本語とミャンマー語は文法や
語順が似ていることもたくさん発見して、日本語を
使ってミャンマー語を教えるのがすごくすきになり
ましました。将来は、日本で環境関係の会社に就職
希望していますが、経験を積んでからミャンマーで
日本に留学したい学生をサポートできる日本語学校
を、そして、在ミャンマー外国人のためのミャンマ
ー語のちゃんとした学校を作りたいと思っています。
日本とミャンマーの架け橋になりたいという夢がか
なえるために、今から就職活動にむけて頑張りたい
と思います。 
 幸いに、今年の４月から米山奨学金をいただいて、
勉強するために時間を持てるようになりまして、就
職活動に有利な資格取得のためにも時間を取れるよ
うになりました。初めて、世話クラブの例会に行く
とき、緊張しましたが、皆が大変優しくて、毎月話
しに行くのが楽しみになってきたのです。米山奨学
生になってから、もらえるのがお金だけではなくて、
いつもアドバイスしてくれるカウンセラー、毎月に
一回の例会で、ロータリアンとの交流で、両国の異
文化についても、奉仕の仕事についても勉強になり、
自分の視野も多少広がるようになってきます。他の
米山奨学生や、元奨学生に会うとき、就職活動につ
いても、日本での学生生活についても、色々アドバ
イスをしてくれるので、本当に米山奨学生になれて、
良かったです。それも、すべてロータリアンの寄付
金で、奨学金もらえているので、留学生としてはと
ても有り難いものです。どうも、有難うございまし
た。奨学生期間は後一年間半ぐらい残っていますが、
これからも積極的にロータリアンと話し、いい思い
出を作って、卒業した後にも、ロータリーとのご縁
を長く繋げていきたいと思います。 
以上で終わらせていただきます。ご清聴有難うござ
いました。OChiratto  

 

 

 

言葉 

 

富永 泰夏会員（親睦活動委員会） 

 

私が銚子に住むよ

うになったのが、平

成11年の5月なので

今年で 16 年目にな

ります。 

銚子に引っ越してす

ぐ銚子燃料で仕事を

し始めました。最初

は現場から始まり工

事課の仕事に同行し

ました。そこで聞いた言葉が「おーこわっ」で

す。何・・・？なんで配管工事やってるのに怖

いの、危険なのか？ 爆発？ 後で聞いてみる

と解りました。また、営業でお客様のところで

話をしている時の事です。なぜ私は怒られてい

るのだろう？なぜあの人達は喧嘩をしている

のだろう？と思いました。わかる人にはわかる

と思います。  

私自身、両親が長崎県生まれなので九州弁、育

ちは東京なのでいろいろな言葉の中で育って

きました。何が標準語で何が方言なのか分から

なくなる時がありますし、いまだに銚子の言葉

はわからない時があります。このように、地域

ごとで言葉の意味や使い方など様々あって難

しいですが面白いですね。 

また、仕事の時に社員に注意するときがあり

ます。昔から「言葉使い」とよく言いますがお

客様と話をする時、お礼をする時、謝る時とい

ろいろありますが、その時に使う言葉・発音・

態度・感情などでお客様の受ける印象が同じ言

葉を使っても変わります。接客の得意な社員、

苦手な社員、話のうまい社員、下手な社員がい

ますが挨拶の言葉は誰でも出来ますので毎朝

の朝礼で挨拶の練習は欠かさずやっています。

これからもお客様に満足し、選んでいただく為

に頑張ります。 

（銚子燃料（株）代表取締役副社長） 

 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３５名 欠席７名 出席率 83.33% 

 欠 席：青野君・灰谷君・伊東君・栢尾君 

越川君・大里君・植田君                             

 

【Ｍ Ｕ】 

10/18～19：RYLA セミナー 

島田君・佐藤君・高瀬君 

10/20：RAC 丸山君・坂本君・内田君 

10/21：銚子東 RC    島田君・杉山君 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥  7,000 計 ￥199,000 

スモールコイン ￥  3,220 計 ￥ 25,230 

米山 BOX ￥  － 計 ￥ 22,120  

希望の風 ￥  － 計 ￥114,000 

次週のプログラム（１１月５日）  

ガバナー補佐訪問 

「地区の方針について」 

 

第 7 分区ガバナー補佐 杉山 俊明様 

※例会終了後、クラブ協議会開催 

お弁当：喜多川（ちらし） 

 

 

会 員 投 稿 欄 


