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卓 話

2020-2021年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：ロータリーは機会の扉を開く
：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から

2020 7 16 3267 3267

7 16 63 61 50(50) 81.97

7 2 63 61 48(48) 78.69 80.33491

【政治】
　２０１０年の１２月の選挙で軍関係者のUSDP( 連合連
帯開発党）が圧勝して、政権は矢継ぎ早の民主化・経済
開放で軍事政権時代から一変し年７～８％の経済発展し
た。
　２０１５年１１月の総選挙ではアウンサンスーチ率い
る NLD（国民民主連盟 ）が圧勝した。NLD 政権は経済
政策や国内和平に失敗した。特に少数武装勢力やベンガ
ル人問題では軍との協力関係の希薄を突かれ少数武装勢
力の跋扈を許してしまった。国際的に糾弾されているベ
ンガル人問題 (ロヒンギャ）も国内と国外の認識のギャッ
プが大きく解決のめどは立っていない。
　今年の１１月に総選挙が実施されるが、議会は軍人枠
議員が２５％いるので議会内過半数を確保するためには
選挙で６７％の議員を確保しなければならないが、現状
のNLDでは微妙と言われている。

【外交】
　基本的には全方位外交だが、隣国の中国の一帯一路の
推進に協力している。中国と友好関係が崩れると武装勢
力の一部が中国にコントロールされているので少数武装
勢力との和平が停滞する。そこを中国に付け込まれてい
る。

「民主化以降のミャンマー情勢について」

【経済】
　NLD政権になり経済は下降しインフレ率も６～８％に
なった。主な原因は外資がNLDの政権運営能力を判断し
かねて投資を控えたため。昨年後半からアメリカ・EU
がミャンマー投資に積極的になってきたのは明るい
ニュースです。
　日本の開発したテラワ経済特区は現在１３０社程契約
していて工業団地開発では数少ない成功事例です。

【教育】
　現在教育改革実施中で教科書改訂や高校までの就学年
齢を１１年から１２年に変更、なお中学まで（１０年）
は義務教育。貧困層のセーフティネットとして僧院学校
が多数ある。ここ数年で私立学校も増えている。
　高校卒時には全国統一卒業試験が有り（合格率２０～
３０％）、この結果で入学できる大学も決まる。なお大学
入試は無い。

【ファイブスクウエアズ育英会】
　大東亜戦争のインパール作戦・ビルマ戦線で私の父親
世代である多くの日本人将兵がビルマ人のお世話になり
帰還できた。そのお礼のつもりで２００６年から活動を
始めました。
　就学支援とは、1 年分の学用品 ( ノート・鉛筆・消し
ゴム・定規セット等 ) と通学支援物資として草履と傘を
支給しています。１３年間で２７５０人の子供たちを支
援しました。その他の支援として教室の改修や「ミャン
マーの子供たちに楽器演奏を」ＰＪ、日本語会話教室等を
実施しています。

田口八郎

ファイブスクェアズ育英会
理事長　田口八郎様
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卓話者ご紹介

鳥山会長挨拶

氏　　名：田口八郎 様
生年月日：昭和２２年４月１日
出  身  地：静岡県裾野市
現  住  所：日本　東京都三鷹市下連雀７-8-6
　　　　　ミャンマー　D31,Tazin(5) Street FMI 　　　
　　　　　Housing Hlaig Tharyar Tsp　Yangon
最終学歴：日本大学工学部土木工学科
賞　　罰：なし

職　　歴：
昭和４４年４月　成和土木入社　
　　　　　　　　（昭和４７年佐藤道路に社名変更）
昭和５1～５2年　マレーシアルートⅡ道路工事に従事
平成　２年　佐藤道路仙台支店次長
平成　９年　佐藤道路東京支店取締役支店長
平成１２年　佐藤道路退職
平成１２年　東都システム企業（株）起業
平成１５年　初来緬
平成１８年　ファイブスクウエアズ育英会設立
平成１９年　東都システム企業（株）を廃業して
　　　　　　ミャンマーに移住
平成２４年　マンダレー～モッコク道路（38.4ｋｍ）
　　　　　　ＢＯＴ事業を日本企業に仲介
平成２４年　MOE HTET YAN SERVICE CO .,LTDSenior Adviser
平成２５年　マンダレーで３０万㎡の宅地開発の設計等
　　　　　　事業計画の作成と管理
平成２7年　WING MARINE Products  CO .,LTD  Senior Adviser
平成３０年　ミカド交設ミャンマー
　　　　　　（交通安全施設施行会社）のミャンマー進出支援

資　　格：
１級土木施工管理士
測量士

　子供の頃の経験は、選択肢を増やし、未来の可能性を
広げてくれます。
　私は小さいころから音楽に親しみながら、育ってきま
した。叔母がピアノの講師を、叔父がボーカルグループ
をやっていたからかもしれません。幼稚園からピアノを

習い始め、中高ではコーラス部に所属していました。し
かし、大学に入ってからは全く音楽から離れてしましま
した。社会人になってからは仕事の毎日です。そして会
社を起業して 10 年ぐらいたってからでしょうか。ふと
「私の人生って仕事だけなの？」と虚しさを感じたのです。
そんな時、私の頭の中で子供の頃弾いたピアノの音や歌
声が響きました。それから再び歌やピアノを習い始め、
今ではその時間が癒しとなり、私の人生をより豊かにし
てくれるようになりました。
　まさに子供の頃の経験が、選択肢を増やし、未来の可
能性を広げてくれたのです。
　さて、高校生の時の話です。私の姉はクラシックギター
をやっておりました。そのギターはとても高級で、姉は
いつも大事にしていました。これほど高いギターからは
どんな音がするのだろう。好奇心が旺盛な私はどうして
もその音色を聞いてみたくなりました。
ある日のことです。姉がいない隙に私はそのギターを弾
いてみました。
「なるほど、こんな音がするのか」
ばれないように、すぐ元あった場所に戻しました。
バレました。こっぴどく叱られました。
「二度とギターなんて触るもんか」
私はそれ以来、ギターもギターの音色も嫌いになってし
まいました。
しかし、実を言うと私は今、そんなギターを習っていま
す。アンサンブルを組み、音楽学校の学生として、定期
演奏会にも出演しています。そのきっかけとなったのは、
通っていたピアノ教室でギター講師から何度も勧誘され
たから。3年間も。
勧誘された 3年間は、絶対にやるまいと思っていました
が、しぶしぶ了承した体験レッスンで思いのほか楽しさ
を知りました。怒った姉の顔は今でも忘れませんが、そ
れでも続けることができています。子供の頃の経験は、
未来の可能性を広げたり、狭めたり、大きく影響します。
　日本では、音楽は当たり前のように授業に取り入れら
れ、私たちの日々の生活に欠かせないものとなっていま
す。しかし、世界に目を向ければ、そうでない国もたく
さんあります。その一つがミャンマーです。ミャンマー
では特別な学校を除いては音楽などの芸術科目は実施さ
れてないといいます。
　だからこそ、私はミャンマーの子供たちに楽器を贈り、
一緒に演奏する素晴らしさを経験してもらいたいと思っ
ています。そしてそれが、子供たちの選択肢を増やし、
未来の可能性を広げることになると考えています。



クラブ会報委員会　◎ 葛西 敬　○ 浅野 康　　近藤 憲司　　又城 雅弘
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卓話・行事予定
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7月23日(木)
7月30日(木)

現在ございません。

委員会報告

祝日の為休会
休会

幹事報告

◎事業費より会員の皆様にお一人30,000円ずつご返金する
　ことを先週お知らせいたしましたが、現金で受領をご希望
　の会員に本日お渡しいたします。
　お一人ずつお渡し致しますので、領収書にご記名、捺
　印をお願いいたします。口座振り込みご希望の会員は
　手続きにお時間をください。

◎上期会費の納入についてご希望の方法記入用紙を配布
　いたしてありますので、どれかを選択して事務局へ提出し
　てください。未回答の場合は通常通りとさせて頂きます。

◎今年度よりガバナー月信がペーパーレス化のため、昨日
　メールアドレスを登録されている会員にPDF添付で送信
　いたしましたが、ファイルが大きいためエラーで送信不可
　の会員がありました。今後、対応策を考えたいと思います。

◎米山奨学生オリエンテーション/学友会主催BBQ懇親会を
　7月19日(日)平塚ラスカ5階の“アマルフィ”にて開催されま
　す。今回は米山奨学生と学友の皆様を対象に交流を目的
　としての開催となります。

◎本来は新年度の第一例会で活動計画書と会員名簿を会員
　の皆様にお渡しするところですが、今年度は新型コロナウ
　ィルスの影響ですべてが例年通りと行かず、まずは会員名
　簿を本日お渡しができるところまで行きました。活動計画
　書は8月の1週目には皆様のお手元に行くことと思います。
　遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

◎来週の23日(木)は海の日で祝日となりますので、休会です。
　また、翌週の 30 日 ( 木 ) も休会となります。
　次の例会は 8月 6日となりますので、お間違えの無い
　ようお願いいたします。

◎令和2年7月豪雨により九州に多大な被害が出ております。
　本日募金箱をお回しいたしますので、皆様のお気持ち
　をご協力お願い致します。

ファイブスクェアズ育英会　理事長　田口八郎様

三荒弘道会員

○スマイルボックス委員会　平井委員長
　朗報です。スマイル1口千円というかたちですが、3千
　円以上頂いた方に会から特別会費として領収書を発行
　する事が出来ます是非ご活用頂き多額のスマイルを皆
　様にご検討頂ければと思います。例えば今日だったら
　来週 3千円以上スマイル頂いた方に事務局で領収書を
　ご用意します。次の週になりますのでご了承下さい。
　会社の経理の関係で月末であるようでしたらその場で
　対応致します。スマイルのご協力お待ちしております
　ので宜しくお願い致します。
　
○地区の出向者報告
　インター・ローターアクト委員会　瀬尾委員長
　◆新世代交流会、集まる形では中止
　◆年次大会、厚木にて開催予定でしたが、中止
　◆台湾への海外研修　中止
　◆一泊研修　３月２７日、２８日予定　会場：森の家
　未決定だが、今後の状況による
　担当の方から凄くよい所だと聞いていて森さんの家か
　と思いました（笑）

今週の誕生日のお祝い清水裕会員と升水一義会員

令和2年7月豪雨で災害を受けた
九州への義援金を会員へお願い


