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１０月 ３日

天候 晴れ

国家「君が代」

に行ってまいります。高校時代の友人が、プログ

ロータリーソング「我等の生業」

ラム委員長で、お招きただきました。

四つのテスト

会員 笛田 美佐子 会員

≪幹事報告≫
・本日例会後、理事役員会が開催されます。理事役

≪ゲスト・ビジターの紹介≫

員の方は、ご出席をお願いいたします。

ゲストスピーカー：江橋 裕人 様

・10-12 月の年会費、米山奨学会寄付の請求書をお

（特定非営利法人 AMDA 社会開発機構）

出しいたしました。
・テーブルにエンドポリオシャツ販売のご案内を

≪会長報告≫

配布しております。ご注文の方は、お声がけくだ

・藤沢市民祭りが、台風の影響で中止になってしま
しまい、残念でした。実行委員長の小河会員、大

さい。
・先日脇ガバナーより要請のありました、北海道

変なご苦労とご英断であったこととお察しいた

地震被害への義援金お願いの箱をまわさせてい

します。お疲れ様でした。

ただきます。よろしくお願いいたします。

第 3 グループで行う予定でした街頭キャンペーン
は、別の機会に行う予定です。詳細決まりました

≪委員会報告≫
・大小原会長より

ら、お知らせいたしますので、ご予定下さい。

先週、椋梨会員よりお話のありました、11 月の

・山口 AG より、「藤沢 RC の例会は、活気があって

カンボシア国際奉仕の際に持っていっていただ

よいと」お褒めの言葉をいただきました。皆様の

く、文具雑貨、衣料品などを募集いたします。

おかげと思い、感謝いたします。

よろしくお願いいたします。

・明日、故郷の群馬にあります富岡中央 RC に卓話

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
９月１９日

４４（４４）名

３０名

１４名

６８．１８％

１０月３日

４４(４４)名

３０名

１４名

６８．１８％

２名

３２名

７２．７３％

≪お祝い≫

泉 信子 会員

会員誕生日 10 月 8 日

中田 勇人 会員

市民祭り、お神輿が中止になり残念でした。
14 日に地区大会がございます。長寿会員のお祝い
結婚記念日 10 月 8 日

大西 勝彦 会員

をしていただけるそうです。これまでは、遠慮し

10 月 9 日

田島 義隆 会員

ておりましたが、今回は伺います。

≪卓話≫

国際奉仕卓話
社会開発機構
『AMDA 社会
開発機構 ミャンマー事業
マイクロファイナンスの可能性-マイクロファイナンスの可能性
-』
特定非営利活動法人 AMDA 社会開発機構
ミャンマー事務所長
江 橋

裕 人 様

≪スマイル報告≫
大小原 徹 会長
アムダの江橋様、ようこそ藤沢 RC にお越し下さ
いました。
本日の卓話よろしくお願いします。
田島 義隆 会員
結婚記念祝をいただきました。
有難う御座いました。
川上 彰久 会員
江橋様 本日の卓話よろしくお願いいたします。
岩崎 智子 会員
社用で先月はほとんど出席できませんでしたが、
今月からは出席回数を増やしていきます。
江橋様、本日の卓話楽しみにいたしております。
≪小話 3 分間スピーチ≫

イギリスの大学院で政治学を学んだ後、NGO でザンビ

アで 3 年半活動後、2010 年より現職。

険医療の支援活動を始めた。しかし、知識技能があって
も経済的に知識を生かせないことが問題となり、生活向
上の必要だということから、98 年からマイクロクレジ
ット事業を開始した。

AMDA は、1984 年に設立。代表者が医師で、緊急救援
を主な活動としていた。その中から、海外事業本部が、
別法人化したのが 2007 年、AMDA 社会開発機構となっ
た。邦人スタッフ 21 名、現地スタッフ 100 名で活動

他にもロータリークラブからは、マイクロファイナンス

している。ミャンマーでは、1995 年より活動していて、

以外にも学用品の寄付や、保健センターの環境整備、黄

23 年目になる。

疸診断機の寄付、小児科病棟の給食支援などをしてもら
っている。
AMDA の目指すもの

ミャンマーは、日本の 2 倍の国土に半分の人口の国。
アジア 189 各国の中で、GDP は下から 3 番目。保健、教
育、所得の平均達成度を測るための簡便な指標である人
間開発指数(HDI)は 148 位。
難民問題、内戦など、国家リーダーのアウンサン・すー・
チーさんは、難しい舵取りを強いられている。
紛争地は国境地域で、国内の多くは、治安は悪くなく、
活動に支障様なことはない。現在 3 つの地域で活動を
していて、本日はメティラでの活動についてお伝えする。

メティラは、第二次世界大戦末期、日本軍と連合軍との

経済的に困っているので貸すのではなく、投資目的が

間で激戦が繰り広げられた場所あった。1995 年より保

ある女性、各世帯 1 人、5 人１組に限っている。

連帯責任を持ち、信頼関係を築いてもらう。

・マイクロファイナンスの原資
・小児科病棟の休職支援
・学校建設
・衛生施設(トイレなど)や水供給施設
・マンスリーサポーター（個人）

年利 15％（月利 1.25％）は国が定めた上限で、回収 25
回の人件費が含まれる。
生活向上事業の生花として、仕事の規模の拡大、新たな
ビジネスの展開、教育費、医療費の捻出、生活必要物資
の購入、家の新築、改築などができるようになった。
サクセスストーリーの例の紹介

質疑
・マイクロファイナンスの成功確立は？
成功の基準は、借主個人、規模によるが、
多少の遅れもあるが、返済率は 100％
貸し倒れのないように事前の審査をしている。
・事業展開している地域の治安は？
銃を使った事件などはないが、最近、強盗などはあ
る。夜の外出していて、身の危険を感じることはな
い。
マイクロファイナンスで、現金を持ち歩いていても
以前は月利 10％の高利貸以外に選択肢がなく、返済と

武器を持ち合わせたり、強盗に襲われるようなこと

借金の繰り返しで、貯蓄をすることができなかった。

は、今のところない。

6 年間の事業参加で、家の新築、5 人の子ども達の学校
教育、もともと営んでいた漁業の他にもビジネスを展開
し、リスクを分散することができ、拡大し、ヤギの飼育、
牛の飼育拡大、バイク三輪タクシーを始めている。
マイクロファイナンスによって、貧困を削減できるとま
では言えないが、回転資金を円滑にまわすという大きな
可能性があると考える。
ご支援の可能性の紹介

江橋様は、ミャンマーより一時帰国中で、卓話にお越

田島 会員の結婚記念日 一言メッセージ

し下さいました。

泉会員 小話 3 分間スピーチ

中田 会員のお誕生日一言メッセージ
本日のお料理

大西会員の結婚記念日 一言メッセージ

エントランスのお花
かぼちゃが並んでいます

