
演題：「最近のミャンマー情勢について」

　本日はこのような機会をくださった川越
ロータリークラブの皆様、また、私と川越ロー
タリークラブをつないで頂きました今泉 清詞
さんに御礼申し上げます。
　さて、ご存じの通り１年前にミャンマーで
クーデターがありましたが、現在のミャンマーの情勢について
皆さんに情報提供できればと思います。
　今のミャンマーの話をする前に、簡単に政治的な流れをご理
解頂ければと思います。1948 年ビルマとして独立、2011
年の政権交代までは軍政治でした。1988 年民主化運動が起
こり大きな転換期となりました。その後の大きな出来事として、
1990 年に総選挙が行われスーチー氏が圧勝したものの、政
権交代には至らなかった。2010 年にスーチー氏が３回目の
軟禁となった後、2015年に選挙でスーチー氏率いるNLDが
大圧勝。民主化の政権が発足された。しかしながら 2021 年
2月にクーデターが起き、軍政権による統治となっています。
　現在の状況は2011年2月から6月頃まではデモが起きて、
2021 年 6 月頃から軍による弾圧。若い世代の人たちが多く
活動しているのが特徴。この若い人が民主化のために戦ってい
るという状況は、30 年前に私が学生の時と同じで歴史はこう
いう風な形で繰り返すのかなと残念な気持ちです。ミャンマー
の国家統一政府という形で　ミャンマーの国連大使が国連本部
で涙ながらスピーチをしたというのが私たちの心に悲しみを刻
みました。早く平和に戻ってほしいという願いがありますが膠
着状態が続いているというのが現状です。
　実際の国内状況はどうかといいますと、大都市では経済の再
稼働が始まっているように見えますが、地方ではまだ戦闘が続
いているという状況です。課題としては経済制裁により海外企
業の撤退が相次いでいますので、経済状況はまだ厳しいといえ
ます。また情報を外部に出さないためにインターネットの利用
制限があります。
　最後にミャンマーと日本の交流プロジェクトについてです。三
菱 UFJ 銀行川越支店の前副支店長が学生時代にインターンとし
てミャンマーを訪れた際に、ミャンマーの子供たちに心を打たれ、
ミャンマー支援の活動をされました。その際にお手伝いをさせて
頂いております。小学生に支援金ですとか本やぬり絵、バッグな
どを提供することができました。また、私の本業では、今年留学
生２名と日本人３名が無事卒業し、社会人として羽ばたいてくれ
たことが嬉しかったです。ありがとうございました。

〈卓話講師紹介〉
城西大学教授　ティティレイ様

〈会長あいさつ〉
　皆様こんにちは。過日行われました地区
大会には、当クラブから大勢の会員の方に
出席頂きましてありがとうございました。
水村ガバナーより改めて丁重な御礼の言葉を頂きましたの
で、皆様方にご報告いたします。今年度も第 4Q に入りま
した。残り３ヶ月でございますが、皆様方にご協力を頂き
まして次年度にスムーズに引継いで参りたいと思っており
ます。宜しくご協力の程お願い申し上げます。
　本日は定例理事会がございましたので報告を申し上げます。

【理事会報告】
４月５日(火) 午前11時～ 　於：川越プリンスホテル３階

・ 第１号議案　会員の退会について
渡辺幸紀会員が人事異動により４月５日をもって退会とな
ります。

・ 第２号議案　新会員推薦の件
３名の新しい会員の推薦がございました。承認を頂きまし
たので手続きに入ります。

・ 第３号議案　2024－25年度ガバナー候補者推薦の件
ガバナーノミニーデジグネートの推薦依頼が地区より来て
おります。前年度相原ガバナーを地区に輩出しましたので、
今回は当倶楽部より推薦者は輩出しないと理事会で決定致
しました。

・ 第４号議案　親睦行事４・５月の行事について
４月１９日家族親睦花見例会を行います。こちらは夜間例
会という形で通常の例会から夜間に切り替えて、午後 6 時
スタートと致します。５月には家族親睦ゴルフ大会を実施
致します。

・ 第５号議案　若狭ロータリー６０周年記念式典について
５月１４日若狭ロータリークラブ６０周年記念式典につい
て、会長・幹事宛に案内が来ておりますので両者で出席し
て参ります。

・ 第６号議案　その他
過日行われました PETS において、村田ノミニーより地区
大会の開催についての回答の依頼が来ております。９月２
２日帝国ホテルにおいて開催する予定ですが、リアルの開
催にするかオンラインでの開催にするかの希望を提出して
ほしいとの事です。これについては他のクラブの状況を鑑
みた上で回答することと致します。

• ２月のロータリーレート：1$＝122円
• 配布物：会報／ガバナー月信 4 月号／立
教大学・武蔵野銀行共同作成の川越の情報
誌「ぶらって川越」
• 川越市より東京 2020 オリンピックパラ
リンピック競技大会記念誌を事務局にて保管
• 第 7 回日本・台湾ロータリー親善会議福
岡大会が5月6日に16時より福岡市にて開催
• 米山梅吉記念館より春季例祭のご案内
４月 23 日東京ロータリークラブの遠山敦子会員が、「富士
山と日本人」という題で講演されます

会場：川越プリンスホテル5階
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点鐘 (12:30) ／ロータリーソング（君が代・奉仕の理想）／卓話講師紹介／会長の時間／幹
事報告／退会のご挨拶／委員長報告／卓話／点鐘（13:30）
<司会：高橋（哲）SAA>
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【編集担当：会報委員会 委員　片倉 正樹】

【PETSについて】
　４月２日開催の PETS に参加して参りま
した。次年度国際ロータリーの会長にジェニ
ファーE・ジョーンズさんが就任されますが、
会長方針は「IMAGINE ROTARY」です。また、
地区のガバナーエレクトの村田貴紀さんは
2570地区のパスポートロータリークラブの
会長ですが、「地域と世界でつながる力を磨き奉仕を実践しよ
う」という方針でスタートします。

【米山カウンセラー会議について】
　４月３日に国立女性教育会館において本年度の米山記念奨学
会の奨学生に対するオリエンテーションを実施しました。当ク
ラブからは７月からの地区役員として、京野会員と山﨑会員に
も参加して頂きました。本年度の奨学生は16名で、そのうち
新規の奨学生は10名です。当クラブはそのうち１名の世話ク
ラブとなります。ベトナム出身の女性でミンさんとおっしゃる
西武文理大学の３年生で、カウンセラーの小髙会長には２年間
お世話して頂きます。奨学生は来月から例会に出席頂くことに
なりますので、ぜひご指導の程よろしくお願いします。

出席者

60名

【報告事項】
• 過日、ウクライナの支援についての協力をお願いいたし
ました。会員の皆様のご協力により 261,000 円の協力金
を頂きました。クラブから 39,000 円を負担し 300,000
円を地区に送金してございます。人道支援という目的で使
われるように地区にも働きかけていくつもりでございます。
• 栗原 雄一会員に地区副幹事として追加の委嘱が届いてお
ります。
• ローターアクトの基盤変更について、現在地域社会基盤
という登録がなされておりますが、今年度中に大学基盤に
切替えるよう手続きを進めております。
• ロータリー財団との MOU（覚書）の取り交わしですが、
地区の補助金等使用する為のMOUを締結してございます。
• 川越市少年の翼実行委員の変更については、４月１日よ
り次年度会長の石井エレクトへ変更致しました。
• 委員会の委員長・副委員長の変更についてです。親睦委
員会は小林副委員長が委員長に、インターアクト委員会は
長島委員が副委員長に就任致します。

【地区大会での表彰】
今泉 清詞会員 : 在籍 50年／満90歳以上／30年以上  
                     100％出席
馬場 常正会員：30年以上100％出席
馬場 弘会員：30年以上100％出席
高口 邦輔会員：満90歳以上

【川越市よりモニュメント事業の記念品授与】
藤井 潔会員

　４月１日付の人事異動で、本店の市場国
際部の副部長を拝命し転勤することになり
ました。2019 年 11 月に川越ロータリー
クラブに入会させて頂きましたが、一番の
思い出は 2020 年 11 月に相原ガバナーの
下で行われた地区大会ではないかと思いま
す。クラブの結束力・実行力を肌で感じて
ワクワクしたことを記憶しております。川越ロータリークラ
ブに入会できたことを生涯の誇りにして、新天地でも頑張っ
て参りたいと思います。川越ロータリークラブの益々のご発
展、ならびに会員の皆様のご健勝ご多幸を祈念いたしまして、
私の退会の挨拶とさせて頂きます。本当に楽しかったです。
ありがとうございました。

●ティティレイさん本日はようこそ。卓話よろしくお願い致し
ます。＜会長／幹事＞　●渡辺 幸紀会員２年間ありがとうござ
いました。新天地でのご活躍をお祈り申し上げます。＜会長／幹
事＞　●ティティレイさん本日の卓話宜しくお願いします。楽

• 親睦家族夜間例会：４月１９日18時より
例会後にディナーを企画しております。

• 親睦家族ゴルフ会：5 月 19 日　久邇カン
トリークラブにて開催
皆様ふるってご参加をお願い致します。

藤井 潔 会員馬場 弘 会員     今泉 清詞 会員  

しみです。＜栗原／蓼沼／野溝／齊藤（智）／藤井／坂口／和
田／小城／鈴木（壮）／柏倉／石井（成）＞　●渡辺さんご栄
転おめでとうございます。益々のご活躍をお祈りします。飲み
会少なくてゴメンなさい！＜水村／髙橋（徹）／野溝／八木／
相原／岩堀／和田／小城／小川／青柳／山田（和）／栗原／石
井（成）＞　●伝統と歴史ある川越ロータリークラブ、本日を
もちまして退会することになりました。大変お世話になりあり
がとうございました。＜渡辺＞　●２月２１日に霞ヶ関カンツ
リー倶楽部で開催されました小学生スナッグゴルフプレ大会は
大成功でした。子供達は大喜びでした。埼玉新聞に大きく取扱っ
ていただきました。皆様もどうぞ！＜藤井／栗原＞　●桜満開、
やっと春になりました！＜西澤／山田（哲）＞　●妻の誕生祝
ありがとうございました。いつもガミガミの妻が、なぜか今日
はニコニコです！！＜小橋＞　●本日、結婚記念日です。４４
年になりました。ワインをいただきありがとうございました。
＜住谷＞　●誕生日お祝いありがとうございます。＜小谷野＞
●早退２名（敬称略）　                                   【合計54,000円】
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