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■司　　会　親　睦　市川　慎二
■開会点鐘　会　長　安藤　公一
■出席報告

■オンライン　宋、岡田、二宮、佐藤（真）
■本日の欠席者　
東谷、中谷、平子、福村
■ゲスト
シャイン ピイツ アウン様
■会長報告　　　　　　　　　　　安藤　公一
　新型コロナ第 7 波の収束の見通しは未だ立っ
ていません。今まで通りの感染対策を続けてい
くしかなさそうです。一方、連日の 35℃越え
の酷暑はお盆明けには一段落した感じですが、
まだまだ 30 度越えの暑さは続いています。医
療体制の逼迫を回避のためにもコロナ感染予防
対策と同時に熱中症予防対策も怠らず続けて行
きたいと考えています。栄養補給、睡眠、こま
めな水分補給が大切ですね。一人一人の少しの
努力で日夜を問わず治療にご尽力なさっている
医療関係の皆さんの負担を軽くできるはずで
す。とにかく元気でこの夏を乗り切りましょう。
あと 1 か月で夏も終わりです。食欲の秋、読書
の秋、スポーツの秋と色々な秋が控えています。
それに向けてもうひと頑張りしましょう。
8/12 は山の日で、国民の休日でした。御巣鷹
山に日航ジャンボ機が墜落し 520 名もの被害

者をだしたのが、今から 37 年前のことでした。
この事故でお亡くなりになられた方々のご冥福
を今更ながら祈らずにはいられません。8/15
は 77 回目の終戦記念日でした。今の日本の平
和の尊さを感じずにはいられません。早くウク
ライナにも平和が訪れるように祈るばかりで
す。
変わって、明るい話題としては、全米女子アマ
チュアゴルフでの 17 歳高校 2 年生の馬場咲希
選手が見事に優勝。37 年ぶりの日本人選手の
優勝でした。これからの活躍に大いに期待しま
しょう。そして高校野球は、仙台育英高校が東
北勢として初の優勝を飾りました。100 年以上
の歴史の中で初めて、東北勢決勝進出 13 度目
にして遂に深紅の優勝旗が白河の関を越えまし
た。印象的なシーンとしては、準決勝で戦った
同じ東北の福島聖光学園の応援歌を仙台育英の
応援団が演奏していたことです。同じ東北勢と
して悲願の優勝を託されたという仙台育英の気
持ちを表していたのでしょう。高校生らしい爽
やかさを感じました。このコロナ禍の中で 100
名近い選手達を 2 週間以上もの期間、感染から
守り通した学校関係者と保護者の皆様のご苦労
は並大抵なものでは無かったと思います。しっ
かりとした管理体制が敷かれている筈のプロ球
団でもできないことをやってのけたことに心よ
り尊敬します。優勝おめでとうございました。、
１）8/19 青少年奉仕委員長会議に新川さんが
ご参加ご苦労様でした。
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２）9/6 地区の米山記念奨学金委員長会議に内
田さんがご参加頂けます。。
◎クラブ関係
３）9/14( 水 ) 例会時に第 3 回ｸﾗﾌﾞ協議会を佐
藤ガバナー補佐（新横浜 RC）の下、開催します。
４）9/28( 水 ) 例会時に志村ガバナーが来訪さ
れます。
５）プログラム通り、来週 8/31 は、休会とな
ります。お間違えの無きようお願い致します。
■幹事報告　　　　　　　　　　　新川　　尚
１）オンライン RLI（ロータリーリーダーシッ
プ研究会）パート１開催のご案内
２）第３回理事会報告（最終頁参照）
■前幹事報告　　　　　　　　  　市川　慎二
　前年度の活動報告書未提出の方は、必ず８月
末までに提出をお願いいたします。
■ニコニコ BOX
市川　慎二／シャイン ピイツ アウンさん、本
日は卓話宜しくお願いします。
北澤　正浩／神奈川日本語学院、シャイン ピ
イツ アウンさん、卓話楽しみにしております。
五十嵐　正／神奈川日本語学院、シャイン ピ
イツ アウンさん、本日の卓話よろしくお願いし
ます。
関口　大樹／シャイン ピイツ アウンさんの卓
話楽しみにしております。よろしくお願いしま
す。
新川　　尚／神奈川日本語学院のシャイン ピ
イツ アウン様、本日はよろしくお願いします。
安藤　公一／二宮麻理子さん本日のオンライン
卓話のアレンジありがとうございます。
シャイン ピイツ アウンさん卓話よろしくお願
いします。
仙台育英の甲子園優勝を祝して。
馬場咲希選手の全米アマチュア選手権優勝を祝
して。
■「将来の夢」　
　皆さん、こんにちはミャンマーから来たシャイ
ンと申します。「将来の夢」について発表させて
頂きます。
　私の夢について話す前に ちょっと みんなさん
の夢を思い出していただきたいです。「皆さん、
皆さんには夢がありますか？それとも もう実現
できましたか？」
　子供の頃からの夢を 周りの影響を受けずに 今

も 持 ち 続 け て
実 現 し よ う と
し て い る 人 も
いる一方、将来
何 に な り た い
か、まだ決まっ
て い な い 人 も
い る と 思 い ま
す。 今 世 界 に
は 感染病や私の母国ミャンマーのように 戦争が
起きて、教育が止まってしまっている 国があり、
将来の夢なんてもうすこしで消えるロウソクの灯
のようだと言っても過言ではありません。 また、
こんなに大変な時期なのに、自分さえ良ければい
いという精神で思いやりがなく、自分の利益のた
め、人を騙したり、困らせたりする人も少なくは
ありません。
これらの話はちょっと悲観的に聞こえますが、残
念ながら事実です。
　では、そんな時代に私たちの夢はどうなるので
しょう？夢は諦めなければいけないのでしょう
か？たった一度しかないこの人生を無駄にしてし
まうのですか？
　いいえ、私は絶対そうはさせません。 負ける
わけにはいきません。私達は 困難があるからこ
そ成長し、 人生はむしろ面白くなると思います。
私には夢が 2 つあります。
　実は２０歳まで 将来何になりたいかさっぱり
わかりませんでした。 そして何になりたいかわ
からない自分をいつも責めていました。 でも一
つだけ時間が経つのも忘れてしまうぐらいとても
好きで楽しいことがあります。それは言語学習で
す。 今から 10 年前、2012 年、高校卒業したあと、
ミャンマーのダゴン大学で英語を専門として勉強
しました。卒業したら英語を使ってガイドになる
ことを目指していましたが、 二年生終了時、父が
仕事で多額のお金を騙され 我が家の家計が苦し
くなりました。大学は休学を余儀なくされ、少し
でも家計の助けになるよう家庭教師のアルバイト
をしてお金を稼ぎました。その時英語を使ってで
きる仕事を探しましたが、まだ卒業をしていない
まったく経験のない私に仕事はなかなか見つから
ずアルバイトすることが精いっぱいでした。
　ある日、IT 関係の日系企業に勤め、間もなくソ
フトウェアエンジニアとして日本へ行く年上の知
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人から「日本語を勉強して仕事すれば？ 日本語と
英語と IT さえできれば世界中どこででも仕事が
できるよ」と言われました。 でもお金の余裕が
ない私には授業料がなく、勉強のしようがありま
せんでした。それに気づいた知人は、日本語を学
ぶためのお金を貸してくれ、更にネットワーキン
グとは？プログラミングとは？など情報技術につ
いて、ほぼ毎晩喫茶店で教えてくれました。 あ
の頃は言葉で言い表せない大変な日々でした。い
ろいろな不安を抱えつつ、目標達成に向けて勉強
に集中し、教えてもらっている知人の期待に応え
るためにも努力するのは簡単ではありませんでし
た。
　しかし、努力した結果、ある日系企業で就職す
ることができました。はかなく灯っているローソ
クのようですね。いつしか、私には知人のように
日本で IT 関係の仕事がしたいという小さな夢が
生まれてきました。 あの時、知人から受けた助
けはどんなに感謝してもしすぎることはありま
せん。 しかし、知人のように日本へ IT 関係の仕
事で行くためには情報技術系の大学を卒業してい
なければビザがもらえないことを後から知りまし
た。 さっきのローソクの灯はどうなるでしょう？
　でも、よく考えてみたら、私にはもともとしっ
かりした夢なんかありませんでした。やるべきこ
とをやって適当にこれが夢だと思ってしまったん
じゃないかなあと自分のことを疑いました。皆さ
んにもこのような経験があるとおもいます。
　ある日職場のお昼休みの時、自分の将来に悩ん
で、元気がなく、ぼんやりしていた私を見かけた
日本人社長が「何か悩みがあるの？」と、聞いて
くださいました。私から事情を聞いた社長は、 大
声で笑って 「シャイン、君は俺とよく似ている 。
正直、俺も若い頃将来何になりたいかわからな
かったよ。 でもそんな時、「君にできるのは 2 つ
だよ。」「1 つ目は自分のことをよく知ること。」
つまり自分の弱点を認めて、長所を磨き、自分に
合う仕事をしろ。急ぐことはないよ。「2 つ目は
自分がやれば楽しいと思える仕事をしろ。」 そう
じゃないと、生きがいもなく、将来の夢はおろか、
自分まで失ってしまうぞ。」と、 アドバイスをし
てくださいました。 いろいろ貴重なアドバイス
をいただき、中でも一番嬉しかったのは 日本が
主催する「基本情報技術試験」がミャンマーでも
実施され、それに合格したら日本で IT 関係の仕

事ができるということでした。その瞬間、心が晴
れました。 そうだ、自分の大好きな言語学習つ
まり日本語の勉強をして職場で使えるようにしよ
う。以前からずっとやりたかったプログラミング
を日本で学んで働こう。そして数年後日本で積ん
だ経験をいかしてミャンマーで日本語と IT の学
校を作ろう。 自分みたいに情報技術系の大学を
卒業していなくても日本で IT 関係の仕事ができ
る人材育成をしよう。そうしたら、IT 業界で人材
不足になっている日本のためにも、役に立てる。 
これこそ「これが私の夢だ」と胸を張って堂々と
言える。 やっと夢が見つかった！
　自分の夢が見つかって間もなく、IT の大事さを
実感したのは ミャンマーでクーデターが起き、コ
ロナ感染病が激増した去年の 7 月でした。残念な
ことに、4 人家族である両親 2 人と兄 1 人と私が
全員、同時にコロナに感染し本当に死にそうにな
りました。まだ完全に回復していなかった私と兄
は両親の看病をしました。あの頃のコロナの症状
は体内の酸素不足で息苦しいことが特徴でした。
病院へ入院させたくても、患者があふれ受け入れ
てもらえませんし、感染病なので誰も助けに来て
くれませんでした。
　クーデターのため軍人は、命をかけて患者の家
で治療する医者を逮捕したり、刑務所に入れたり
しました。症状がひどかった母は酸素ボンベがど
うしても必要で、30kg の酸素ボンベを 10 万円
で購入し、10 日間ぐらい吸わせていました。 そ
の異常に高額な酸素ボンベの中には、酸素ではな
く有害なガスが入ったものもあり、誤って患者さ
んに吸わせ亡くなった人も少なくはありません。
このような大変な状況を乗り越えることができた
のは IT とインターネットを通して指示してくれ
た友達の医者のおかげでした。医学のことは全く
わからない私に通信アプリから 患者のための食
事や薬・注射まで一つ一つ丁寧に教えてくれまし
た。
　買っていた酸素ボンベが足りなくなったらどう
しよう、万が一父も酸素ボンベが必要になったら
両親どちらを助ければいいのか、考えると気が狂
いそうでした。 これらの困難が IT で解決できた
ことを実感し、家族みんなが治った後、私は技術
立国である日本へ行き IT の勉強をすること、つ
まり夢を実現する事を決心しました。 でも 自分
さえ良ければ、自分の夢さえ実現できれば、それ
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で満足するわけにはいかないと思います。そこで、
二つ目の夢を決めました。
　実は私は孤児でした。養父母は私に教育を受け
る環境を与え、私は今、日本に来て自分の夢を実
現しようとしています。これらは全て養父母が大
切に育ててくれたおかげです。計り知れないほど
の感謝でいっぱいです。
　現在私の国は悲惨な状態に陥っています。銃で
打たれたり、殺されたり、物を奪われたりするこ
とが毎日のように起きとても乱れています。 そ
の結果、勉強が続けられなかったり、もともと貧
しいから教育が受けられない子供たちがたくさん

います。学校へ行きたくても行けない、勉強した
くても勉強できないという気持ち、心細さ、コン
プレックスなど、私にはよく分かります。
　私はそんな子供たちのために良い教育が受けら
れるようできる限りサポートし、より良い社会を
作ることに少しでも役に立てるよう、社会貢献し
たいです。私のローソクがまだ溶けていないうち
に、今生きているうちに精一杯頑張って「私の夢」
を実現します。
　ご静聴ありがとうございました。
■次週卓話　
9/14　クラブ協議会　佐藤佳一第５G ガバナー補佐


