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公式訪問歓迎 2820地区 髙橋賢吾ガバナー
国際ロータリー第2820地区
2018−2019年度
たかはし

けんご

ガバナー 髙橋

賢吾

（水戸西ロータリークラブ）
○生年月日

昭和27年7月17日

○職業分類

電気器具製造

○最終学歴
○事業所及び役職

日本大学

理工学部

御前山精密㈱ 代表取締役

［ロータリー歴］
2002年7月

水戸西ロータリークラブ入会

20092010年度

インターアクト委員

20102011年度

インターアクト委員

20112012年度

クラブ幹事

20122013年度

インターアクト委員

20152016年度

クラブ会長

［その他］
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー⑵
ベネファクター
第4回米山功労者 マルチプル

【ガバナー紹介】
おとこぎ

漢気の人
第2820地区の初代ガバナー（1992-93年度）となった故・山縣謙三氏以来、わが水戸西RCから26年ぶり
のガバナー誕生です。実はこの26年間、地区からガバナー選出の要請が2回ほどありました。しかし、クラ
ブでは諸々の理由でなり手がなく、当時の会長がやむを得ずお断りしていました。この時、「次に要請が来
おとこぎ

たらやってやるよ！」と漢気で手を挙げたのが髙橋さん。人望はあるも、クラブ幹事すら未経験であった
ため、急きょ幹事、会長と務めてもらいました。そしてようやく機が熟し、今回のガバナー誕生となりま
した。
生れも育ちも東京は下町。27歳の時、お父上の経営する光学機器部品製造会社の後を継ぐため、奥さま
と共に水戸へ移住。この下町育ちという環境が、漢気ある言葉を生んだのでしょうか。その時以来、勢い
は衰えるどころかますます盛んになり、ガバナーの職をまい進中です。
ご家族は奥さまと3人のお嬢さん、そして2人のお孫さん。特筆すべきは趣味の登山で、日本の三百名山
を踏破した筋金入りの山男です。エレクトとなり、万が一を考えて、われわれが山登りを禁止したところ、
「海岸を30kmほど散歩してきたよ。でもやっぱり山に行きたいな〜」と何かをたくらんでいる様子。本当
にこれから一年間我慢してもらえるか、そこが唯一の不安です。
水戸西RC

小倉克夫 氏（ロータリーの友 2018-19年度 7月号より）

前 週 の 例 会 報 告
米山奨学生卓話

エー エー テェン さん

!! ミャンマーは東南アジア諸国にある。
!! ミャンマーはタイと中国とバングラデシュと

今年度の米山奨学生
エー エー テェンさん
に、故郷ミャンマーと
留学先の筑波大学での
研究の卓話をしていた
だきました。

インドと接している。
!! ミャンマーの面積は676578 平方キロメートル ぐらいで
ある。
!! 人口は約600万人。
!! ネピドを中心に発展してきた。
!! 公用語
!! 宗教

ー
−

紙面の都合上、一部
抜粋で掲載します。

ビルマ語
仏教

ミャンマーの民族一覧

私の町

マンダレー(Mandalay)

国土は7つの管区と７つの州に分
けられ、管区に人口の7割を占め
る多数民族のビルマ族が住んで
おり、州にはカチン族、カヤー
族、カイン族、チン族、モン族、
ラカイン族、シャン族といった
少数民族がそれぞれの州に住ん

カチン族

カヤー族

カイン族

チン族、

King Palace

Mandalay Hill

Mahamuni Buddha

Kuthodaw Pagoda

Jade Pagoda

ています。
これら７つの民族は代表的な少
数民族であり、ミャンマーの国
民は全部で135民族に分けられま
す。みんな言葉も違えば、伝統
も違います。
モン族

ビルマ族

ラカイン族

シャン族

ミャンマーの得度式 （僧侶になる出家の儀式）
得度式は仏教徒のミャンマー人にとってとても大事な式です。息子を僧侶にさせることが、人生最大の
功徳をつむことなので、結婚式より大切だと思っている人もたくさんいます。

ミャンマーでは仏教徒の男性であれば、二十歳になる前に必ず一度僧侶になります。本人の意思ではな
く、親が自分の子供を早めにお釈迦様と僧侶の修行や教えを理解してもらいたいという目的で得度式を
行って僧侶になり、僧院で生活するようになります。僧侶でいる間は、僧院で生活しながら、お釈迦様
の教えと修行などをしなければなりませんので、最低限自分の世話を自分で出来る五・六歳が求められ
ています。
得度式は男性だけ行うことができるとは限らないです。女性の場合は尼さんになれます。尼僧院に住ん
で僧侶と同じ様な修行をしなければなりません。

U Pein Bridge

2017年４月から筑波大学に入学して、今生物圏資源科学専攻の博士課程2
年生です。
現在Japan International Research Center for Agricultural Sciences（国際農
林水産業研究センター）でアメリカミズアブを研究しております。

成虫

オス

メス

クラブフォーラム
平成30年10月18日㈭

於：ローブ

次週10月25日のガバナー公式訪問のための
クラブフォーラムを行いました。

土浦RAC 幹事報告
平成30年10月14日㈰

於：藤井幹事宅

土浦RAC 幹事

藤井正之

テーマ： ｢バーベキュー交流会｣
内

容：バーベキューで会員の交流、親睦を深めたり、意見交換などをした。

成功点：時間が守れた、段取りがスムーズにできた。
反省点：出席率が悪かった。
総

評：〔土浦RC 髙田知己 出席副委員長〕
今日は、バーベキューの準備お疲れさまでした。出席率が低いのが気になりますが、楽しい例会でし
た、あと何かしらゲームなどがあっても良かったと思います。

来訪ロータリアン
荒井 一美 君（玉造RC）
兼子 允裕 君（水戸南RC）
前年度100％出席表彰
大槻 利夫、小倉 史義、小野 信直、
小原 芳道、河合 隆、關本 淳一、
髙橋 宏成、竹内 崇、竹中 廣夫、
沼田 義雄、平島 隆之、

メークアップ
10/14

土浦RAC10月第1例会
小野、佐藤、高田、廣瀨（太）

10/18

指名委員会 飯山、
円城寺、河合、黒田、佐藤、
髙橋、竹内、鶴田、沼田
（義）

10/19 土浦市障害児（者）育成会 第2回理事会
沼田
（義）
10/20 アルカス前広場・土浦駅西口清掃活動
飯山、
臼田、佐藤、關本、竹内、沼田
（義）、平島、
堀越、渡邊
10/21 第33回土浦市健康まつり
小原、金澤、菊池、髙橋、
中島（祥）、沼田
（義）、
三輪谷
例会予告
11月 1日 理事会⑸、会長挨拶、誕生祝、結婚記念祝、
入会記念祝「ロータリーの友」紹介
8日 卓話「ロータリー財団月間に因んで」
髙木ロータリー財団委員長

格調高く、和やかに

S.A.A

