
日本昔自動車風景　～一枚の絵はがきから～（其ノ十一）
（文：高井 淳 氏／企画・製作：ノスタルヂ屋）

浅間山の噴火（1783年）による溶岩流で造られた奇景「鬼押出し」の溶岩原野
に建つ「鬼押出し園」（群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原）駐車場より白根連山を望ん
だ風景です。駐車場にはマイカー時代の黎明期とも言える昭和30年代半ば～
昭和40年頃迄の車両、例えば初代スバルサンバー、三菱360、初代ブルー
バード、初代セドリック、2代目コロナ、パプリカ700や初代ファミリア800等
が並んでいます。これらの車のうち半数近くが貨客兼用のいわゆるライトバン
であり、自動車を所有できる層がまだまだ限られていたこの時代、自慢の「マ
イカー」として大切にされていたことが偲ばれます。

10月は経済と地域社会の発展・米山月間です。
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10月10日（第3000回）10月第2例会プログラム .13

ロータリーは
世界をつなぐ

●点　鐘 会　長　　　　　　　　
●ロータリーソング 四つのテスト
●ビジター紹介 親睦活動委員会
●幹事報告・委員会報告
●新会員入会式 松浦　晃君  
●会　食
●誕生祝・入会記念祝・結婚記念祝 親睦活動委員会
●卓話「ロータリーの友」について 公共イメージ委員会　佐藤ぱうろ委員長
●ロータリーの友紹介 公共イメージ委員会　平島隆之委員
●にこにこBOX S.A.A
●出席報告 出席委員会
●点　鐘 会　長
●クラブソング ともに歩もう



前 週 の 例 会 報 告

会長挨拶会長挨拶

米山記念奨学生卓話米山記念奨学生卓話

　近年の地球温暖化に伴う異常気象の影響か、先月は台風15号の上陸により
関東地方では観測史上１位の最大風速を観測した地域もありました。特に隣
県の千葉県は、大規模停電等で甚大な被害を受け、改めて自然災害の恐ろし
さを痛感いたしました。被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申しあげる
と同時に、当クラブとしても可能な限りの支援をさせていただきたいと思い
ます。
　お陰様で、10月10日に土浦クラブとして3000回目の例会を迎える運びと
なりました。60年を超える長い歴史を誇る当クラブの勲章がまた一つ増えま
すが、3000回はあくまで通過点。4000回、5000回目の例会達成を目指し、更に強く素晴らしいクラブを構築
してまいります。
　今月は、米山月間です。「米山は、土浦クラブのお家芸」と言われております。ご存知のように、当クラブ
の米山記念奨学会への寄付累計額は、１億2,000万円を超え、ＲＩ2820地区内において断トツでトップの実績
を誇っております。これもひとえにこれまで多額の寄付をしてくださった先輩諸兄、会員の皆さまの賜物であ
り、深く感謝申しあげます。しかし近年、外国人留学生を支援する米山記念奨学事業のあり方について疑問を
呈するロータリアンもいらっしゃいます。10月の米山月間が事業の意義、創設の願いを今一度実感する絶好の
機会となり、今後もクラブとして変わらぬ支援が継続される事を願ってやみません。

米山記念奨学生　エー・エー・テェンさん

竹内　崇 会長

名前 ： エーエーティン
奨学生番号 ： RY037528
世話クラブ ： 土浦RC
学校 ： 筑波大学

10.02.2019

ありがとうございます ：チェーズーティンバデ
(ေကျးဇ�းတငပ်ါသည)်

ミャンマー語のあいさつ ?

こんにちは ：ミンガラバー
(မဂ�လာပါ)

 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

インドラオスと接している。

 ネピドを中心に発展してきた。

 季節 ー暑季、雨季、乾季

 公用語 ー ビルマ語

 宗教 － 仏教

ミャンマーのお正月（水かけ祭り）

 ミャンマー語では「ダヂャン」「ティンヂャン」

 お正月は 月

 水祭りは 日間、 日間

 お祭りの時モロンユポを食べるとえんぎがいい

パダウの花 モロンユポ 水をかける

ミャンマーで満月の祭り（タディンジュ）
 お祭りは10月

 雨季が明ける10月の満
月の日「アビダマー
日」に行われる

 大仏はもちろん、仏前
や家の門にも火を灯す。

 親や先生に感謝の意を
こめて、贈り物をする
日にもなっている。



タザウンモン満月 (Full moon Day of Tazaungmone )

ミャンマー暦の第8月 (11月) の満月の日。

灯明祭とも呼ばれ、パゴダ（仏塔）に無数のろうそくが立てられ、自分たちに代わって仏に仕えて
いる僧侶たちに対し、贈り物がされる。

一年の中で一番特別な月であり、その月に仏教的なお祭りを全国各地の僧院やパゴダにて盛大に開
催する。

災害などから身を守ってくれると信じられている。

当日の朝4時に神様にあげる為に夜中からコットンや蓮のねこから糸を紡いで点ものを作る。

幹事報告
第4回 理事会報告　2019年（令和元年）10月3日㈭　11：30～　於：ローブ
審議事項
１．新会員入会承認の件　　原案どおり、可決承認された。
　　　松浦　晃 君　　林業　　㈱つくば林業 代表取締役
２．土浦市健康まつり 協力　承認の件
 原案どおり、可決承認された。なお、ロータリーPRのため、パンフレット等を持参することとした。
３．花火大会翌日（10／27）清掃作業 参加　承認の件
 原案どおり、可決承認された。
４．土浦市・パロアルト市 姉妹都市締結10周年記念祝賀会 参加　承認の件
 竹内会長に出席していただくことが承認された。
５．10月例会プログラム変更承認の件　　原案どおり、可決承認された。
６．11月例会プログラム承認の件 　原案どおり、可決承認された。

髙橋 宏成　幹事

2019-20年度　11月のプログラム予定　　ロータリー財団月間・世界インターアクト週間
  7日 理事会⑸、誕生祝、結婚記念祝、入会祝、会長挨拶、「ロータリーの友」紹介

14日 ロータリー財団月間出前卓話　2820地区財団委員 

21日 クラブフォーラム 

28日 ガバナー公式訪問、クラブ協議会⑶、ガバナー公式訪問歓迎家族懇親会 

ミャンマーの伝統的な食べ物

モンヒンガー（မ�န ့်ဟငး်ခါး） ラペットウッ（လကဖ်ကသ်�ပ်）

活動

牛久市立奥野小学校にて英語の授業

牛久市国際交流協会

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。

うしく かっぱ祭りに参加



格調高く、和やかに　  S.A.A

10月 17日 卓話　筑波大学 農学博士　野村名可男 様

 24日 卓話　「人と人がつながるクラブ」～土浦の人と大地と響き合う地域交流の場を目指して～
  　　　　　　　　　　　　　ジョイフル本田アスレチッククラブ 代表取締役社長　安達 幸生 様 

出 席 報 告

例 会 予 告

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
57名 20名 37名 3名 68.51％

寄付金報告「米山記念奨学会寄付」寄付金報告「米山記念奨学会寄付」

2019年8月九州北部豪雨災害義捐金　　10/3　　1,000円　累計40,000円
2019年9月千葉県台風15号災害義捐金　10/3　34,000円　累計34,000円

義援金報告

累計7/1 ～ 10/3　780,000円

来訪ロータリアン

井上　壽博君（水戸RC）

民族衣装を着用のエーさんとの記念撮影

氏　　名 松 浦　晃 君
事業所名 株式会社つくば林業
役　　職 代表取締役
事業所住所 〒300-0026
 土浦市木田余2422
 TEL　029-802-2422
推 薦 者 原田博夫、飯山孝之
職業分類 林業
ロータリー歴 なし
委 員 会 出席委員会
卓　　席 ３卓

新会員紹介


