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專太郎

皆さん、こんにちは。
昨晩は、台風で警報は出る、衆議
院議員選挙の開票はある、という
ことで落ち着かない時間を過ご
されたことと思います。岐阜 4
区の方も少々遅めの時間でした
が、金子俊平氏が当選されました。
ロータリークラブは政治・宗教と
は無関係な団体でありますので、あまり多くは語りません
が、今後是非頑張っていただきたいと考えております。
さて、本年度のノーベル賞の発表があったのは記憶に新し
いところですが、このノーベル賞、6 部門に分かれており
まして、賞金はそれぞれスウェーデンで１千万クローナ
(約 1 億 2 千万円)。毎年該当者があれば、トータルで原則
約 7 億 2 千万円のお金が支払われます。
そんな大金の出所って、いったいどこなの？という下世話
な疑問が湧いてしまうのですが、経済学賞以外は、創設者
であるアルフレッド・ノーベルの莫大な個人資産の運用益
によって捻出されているらしいです。ちなみにこの資産を
形成したのは、ダイナマイトです。
出所が潤沢な資金を持っているということで安心しなが
ら先へ進みますが、6 部門の 1 つである「文学賞」は、こ
れまでいくども受賞が取りざたされた村上春樹氏は受賞
することなく、ある意味伏兵でもあった英国籍の日本人カ
ズオ・イシグロ氏が受賞しました。
残念ながら受賞を逃した村上春樹氏の小説に「ノルウェー
の森」というのがあります。これがビートルズの曲である
「ノルウェーの森」から来ていることは、小説の冒頭この

曲が登場することでも明らかですが、そのビートズが、も
っとも影響を受けたミュージシャンはボブ・ディランだっ
たといいます。そのボブ・ディランが、2016 年度のノー
ベル文学賞を受賞しましたが、なんだか繋がっているよう
な、いないような・・・。
ところで、このノーベル賞を受賞したロータリアンはどれ
くらいいたのかを調べてみましたら、これが結構いらっし
ゃいました。
例えば、ドイツの小説家トーマス・マンが、ノーベル文学
賞。同じくドイツのシュヴァイツァー博士がノーベル平和
賞。イギリスの名宰相（さいしょう）といわれたチャーチ
ルが、ノーベル文学賞。イタリアのグリエルモ・マルコー
ニが、ノーベル物理学賞。第 39 代アメリカ合衆国大統領
ジミー・カーターが、ノーベル平和賞。
皆様、ロータリアンでもいらっしゃいました。
以上、誇り思いながら、ＲＣ活動を頑張っていきたいもの
です。

＜幹事報告＞

幹事 谷口

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・地区大会ご参加の御礼
○下呂ロータリークラブより
・益田清風インターアクトクラブより
救援物資回収・募金活動のご案内
日時：11 月 18 日（土）8：30～11：30
会場：益田清風高校

向学館前

＜高山市民憲章推進協議会より＞
・文化講演会のご案内
日時：11 月 13 日（月）18：00～
会場：高山市民文化会館

小ホール

＜高山市文化協会より＞
・新年市民互礼会・名刺交換会・
飛騨文芸祭表彰式開催のご案内
日時：1 月 1 日（月）11：00～
会場：ひだホテルプラザ
会費：7,000 円

欣也

第 1149 回 H29･10・23

＜国際奉仕委員会＞
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寺子屋事業

本日の例会は、当初予定していたロ
ータリー財団委員会に代わり、国際
奉仕委員会の例会に変更して、清水
幸平さんの知人「ビルメロの会」理
事長広瀬英一郎氏に卓話をいただ
くことになりました。

＜ミャンマーの現状について＞

「ビルメロの会」の活動内容と理事長 広瀬英一郎氏以下、
同氏母上のきくえ様、ミャンマーから来日されている次の
3 名を紹介します。
ミャタウェーさん
ミャンマー最高学府ヤンゴン大学にて化学専攻。
ビルメロの会に参加して 11 年。会計担当。
無医村への巡回医療にも参加。
貴金属店の店員としても働いています。
ミャミャモーさん
ヤンゴン医療技術大学卒業。
ビルメロの会にて貧しい子供達を教えて 12 年。
1 児を育てる主婦です。
ピュピュアウンさん
ダゴン大学卒業。
ビルメロの会の教師として 8 年。
貧しい子供の教育に当たり、家庭教師として働き家計を支
えています。
続いて、理事長 広瀬英一郎氏より、
ビルメロの会および上記 3 名の方の
ミャンマーでの活動詳細ならびに
ミャンマーの現状について映像・写
真により説明があり、最後に 3 名か
ら、ビルメロの会の活動で得たこと
や将来目標について、それぞれ発表
いただきます。

＜卓 話＞
ビルメロの会 理事長

広瀬

英一郎

巡回医療事業

様 他

招へい事業
ビルメロの会の略歴
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ヤンゴン市内オカラッパの事務所

現

状

現地協力者の農園

現在は、少数民族問題がクローズアップされています。
135 の人種がいるのですが、お互いに言葉が通しません。
ロヒンギャは、ビルマ語を使いません。もともとが、イ
ギリス統治時代にバングラディシュから強制移入させら
れた人々なのです。ほかの地域でも同じ国なのに通訳が
いるのです。

将来の夢

日本語学校設立の目的

＜ニコニコＢＯＸ＞
ビルメロの会理事長 広瀬英一郎様、母上 きくえ様、ミ
ャタウェー様、ミャミャモー様、ピュピュアウン様のご来
訪を歓迎致します。後程、卓話をお願い致します。
理事役員一同
今日の結婚記念日に素敵なお花を頂きありがとうござい
ます。日頃の罪ほろぼしが出来る事に感謝してニコニコへ。
今井 俊治
第 15 回雫宮祭の協賛のお願いです。今年のよろしくお願
いします。
都竹 太志

先日は、42 回目の結婚記念日に素敵なフラワーアレンジ
メントをお送り頂きましてありがとうございました。今と
なっては、愛犬だけが二人の絆を結ぶ夫婦ですが、ロータ
リー入会のお声を掛けて頂き悩んでいた際、夫曰く「ロー
タリーは地元を牽引する素晴らしい経営陣の集まり。その
お仲間に入れて頂くことは大変な名誉。是非お受けしては」
と言ってくれました。背中を押してくれた夫と期待を裏切
らない（きっとこれからも）高山中央ＲＣの皆様に心から
感謝してニコニコへ♡
阿部 眞澄美

