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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●ゲストの紹介

　　米山奨学生　ウアール，ミナ　ミネア

　　　アレクサンドラ様

●ビジターの紹介

RI第2660地区 ガバナー 吉川秀隆様 （大阪RC）

RI第2660地区 常任幹事 小泉祐助様（大阪RC）

八尾ローターアクトクラブ

　会長 田中聡一郎様

　会計 北山弾也様

　認証伝達式実行委員長 田中宏紀様

　幹事補佐 栗山恭章様

●出席報告

●ロータリーの友紹介　　児林　健太　会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　　「ガバナー公式訪問」

 RI第2660地区 ガバナー 吉川秀隆様（大阪RC）

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/20　「大阪の未来について」

公益財団法人 大阪観光局理事長　溝畑　宏様

10/27　チェリスト　西川彩乃様

　　　　　ピアニスト　美越希様

11/10　「ロータリー財団月間」

　　　　　　相馬康人会員・竹原信二会員

11/17　雛　ゆう様

11/24　元阪神タイガース　八木　裕様

　本日もリアル、そしてZoomで多数のご出席をいただき、あり

がとうございます。

　本日は地区から、米山奨学委員会の清水様にお越しいた

だいております。この後の卓話を、よろしくお願いいたします。

第2896回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
  国際ロータリー 会長　シェカール・メータ

ロータリー活動を通じて
『みんなに希望と笑顔を！  そしてロータリアンの成長！』　会長　田中　康正

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



楽しみにしております。また米山奨学生学友会（関西）の副

会長、頼育萱さんにもご出席いただいておいます。よろしく

お願いいたします。そして、米山奨学生のウアール，ミナ　ミ

ネア　アレクサンドラさんもリアルで出席いただいています。

　先日の八尾RACの移動例会にミナさんも出席していただき、

リノアスの屋上でフットサルを行いました。みんなで体を動か

そうという企画で、わきあいあいと楽しい時間を過ごしました。

おかげで参加者のチームワークが高まったかな、と思います。

いい機会になったのではないでしょうか。

　さて次週は、ガバナー公式訪問です。多数の皆さんのご出

席をお願いいたします。例会後には記念撮影を行い、その

後、台北東RCへのメッセージビデオの撮影も行いたいと思っ

ております。皆さんで「おめでとう」のかけ声をよろしくお願い

します。そしてさらに、ボクシングの撮影、RACの紹介なども

盛り込みたいと考えております。ありきたりのメッセージだけの

ビデオではなく、現在の八尾RCの姿を伝えたいと思っており

ます。

▼9月29日に、クラブ協議会を開催しました。

▼10月4日に、八尾RACのフットサル移動例会を開催

しました。会長ほかにご参加いただきました。

▼次週13日は、ガバナーの公式訪問です。

▼次週例会後、集合写真を撮影します。皆様今年度

のお揃いのネクタイを着用ください。またその後、台北

東RCへのビデオレターを撮影します。

▼60周年の記念誌が出来上がりました。お持ち帰りく

ださい。

▼昨日、八尾市サッカー協会の会議に、私ほかで出

席しました。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼相馬　康人　会員　（在籍５年）

　入会して「もう５年もたつのか」というのが実感です。しかし

振り返ると、いろいろなことを経験させていただきました。　

　RYLAセミナーでロータリーパパを務めさせていただいたほ

か、いくつかの委員長や地区への出向も含め、いろんな経験

をさせていただきました。

　RCはまさに、経験の宝庫だと思います。今後も新しいことに

挑戦していきたいと思っておりますので、これからもよろしくお

願いいたします。

▼ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様

　本日も皆さんにお会いできて、うれしく思います。大学では

ようやく対面での授業が始まり、ＲＣでは地区のオンライン勉

強会にも参加。八尾RACの例会にも参加させてもらいまし

た。今後もよろしくお願いいたします。

▼国際奉仕委員会・藤田　隆司　委員長

　台北東ＲＣの58周年式典は延期の状況ですが、当クラブか

らはビデオレターをお送りしたいと思います。次週、ガバナー

との記念撮影後に収録しますので、「おめでとうございます」

のかけ声をご協力ください。

▼米山奨学委員会・山本　隆一　委員長

　10月は米山月間です。当クラブの寄付金額の目標は設定

していませんが、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

今月20日に集金させていただきます。

「ロータリアンと奨学生、学友会を結ぶもの」

▼国際ロータリー第2660地区　米山奨学委員会

　清水　清一・直前副委員長（大阪船場ＲＣ）

　現在、アドバイザーとして従事し

ています。本日は米山学友会関西

の頼カナエ副会長と共に参りまし

た。平素は米山奨学事業には大変

ご支援を頂き、又、今年度もホスト

クラブとして奨学生ウアール，ミナ 

ミネア アレクサンドラさんを受け入れて下さり、カウンセラーの

井川孝三様　米山奨学委員長山本隆一様には大変感謝し

ており、ありがとうございます。

　1952年東京ロータリーの事業構想として始まった米山基金

は1957年全国の組織となり、1967年には財団法人として設

立、運営してまいりました。2021年度の奨学生は910人、累計

数で22,267人、129の国と地域の学生が奨学生として学んで

おります。

そ の 他 の 報 告

在 籍 表 彰 　 ご 挨 拶

米 山 奨 学 生 より

卓 　 　 話

幹　事　報　告



　その運営は全国のロータリアンの寄付で賄われており、

2020年度は総額13億3,684万円であります。米山奨学事業

はロータリアンと外国人留学生との交流を通じて、国際親善

と世界平和に寄与するという事業の目的があり、その目的を

実現するために奨学生として選ばれた学生には地域ロータ

リークラブから世話クラブが選ばれ、クラブ全体での交流を通

じ奨学生にロータリー精神を学び、奉仕の心を理解してもらう

事であります。又、会員の一人がカウンセラーとなり奨学生に

対しては様々なケアにあたり、カウンセラーの言葉でその精

神や活動を説明し、互いに交流を図りながらロータリー運動

のよき理解者となる様に導いて頂きます。奨学生もまたその

義務と責任において世話クラブのカウンセラーと常に連絡を

密にして国際理解と親善のために努めなければなりません。

又、奨学期間終了後も世話クラブとの絆を大切にして近況等

の報告を行わなければならないと確約書にはうたっておりま

す。この様にロータリークラブと奨学生を結ぶものは単に奨

学金の授与だけではなく、その精神をも強い絆で結ばれて

いかなければならないものであると確信します。

　カウンセラーは一方では会員に対しては外国人留学生を

支援する意義を伝えるとともに双方の橋渡し役として学校だ

けでは経験できない様々な職業の会員との交流や世話クラ

ブの実施している奉仕活動や地区行事の参加を促し、アド

バイスをしながら地域や産業文化を知らしめる様に接して頂

きたいと思います。これこそがこの事業を達成させる為の双

方を結ぶ第一の目的であります。

　それでは学友会とはどの様な組織なのでしょう。米山学友

会は主に元奨学生を中心とする同窓会組織です。現在日本

国内に33、海外に9、計42の学友会があります。

　学友会の目的は奨学生自らが学んできた奉仕活動やロー

タリーの精神を社会に向けて活動をしようとする団体でありま

す。従って奨学生を卒業した学友が世の中に出て奉仕の思

いをより具体化して行く為の集まりといえるでしょう。そしてそ

の活動の中から日本と世界をつなぐ架け橋になり、国際社会

で活躍ができ、ロータリー活動のよき理解者であるとともに実

践者となる人材に成長する窓口でもあると確信しております。

例えば奨学生の累計数は129の国と地域で22,267名(2021

年)でありますが、その中の学友からロータリアンになった人

は257名です。又、学友が作ったロータリークラブは5つありま

す。これは一方では奨学生が将来ロータリアンとして大きく成

長していく組織だとも言えます。学友会関西においてはメン

ター制度を作り、学友会から選ばれたメンターがそれぞれ数

名の奨学生に対しカウンセラーと共に種々のフォローを行う

ことで、奨学生が不安に感じていることや奨学生同士の連携

を取りまとめたりして奨学生がホストクラブでの活動をよりス

ムーズに行える様フォローをしています。これは奨学生と学

友会を結ぶ更なる一歩になるのではないかと感じております。

この様な形でロータリアンと奨学生、学友会を結ぶものが明

確に作られているのであります。そしてこの三者を結んでいる

ものはロータリー精神であり奉仕の心であると思います。相互

に結びあい一体化してこそ米山奨学金制度を継続し発展し

続けられるのだと確信する次第です。

▼米山奨学生学友会（関西）頼　育萱　副会長

　本日は米山奨学生学友会の活

動をご紹介します。

　私は台湾出身で、19年前に来日

しました。奈良王寺RC様に米山奨

学生として１年間、お世話になりま

した。私が日本に興味を持つよう

になったのは、1999年に台湾を襲った大地震がきっかけで

す。地震の翌日、すぐに日本から救援隊が駆けつけてくれ、

とても感動しました。このときから日本人のことをもっと知りた

いと思い、留学を決意しました。

　日本では米山奨学生として、たくさんのロータリアンの皆様

とも交流できました。ＲＣの活動で養護学校や老人ホームを

訪問したり、姉妹クラブとの交流で通訳を務めたりもさせてい

ただきました。神社の巫女も経験させていただきました。

　米山奨学生になって、コミュニケーション能力が向上したこ

とはもちろん、包容力やご奉仕の精神も身に付いたと思いま

す。ＲＣの皆さんは、つたない私の日本語にも、じっくりと耳を

傾けてくれました。

　米山奨学生学友会は国内に33支部、海外には台湾も含め

９支部があります。台湾学友会では恩返しをするために、

2009年から日本人の留学生を対象とした奨学金制度を立ち

上げました。韓国でも同様の制度が始まっています。米山奨

学生として自分たちがお世話になったお返しをする、それを

次の世代につないでいく、という思いで行っています。米山

は、世界の人材づくりに対する素晴らしい事業だと思います。

　関西での活動としては、「米山教室」を2018年から開いてい

ます。講師はボランティアで、参加費は寄付へ回しています。



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 長竹　　浩　　副委員長 ▼ 谷口　善紀
委　  員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

中国語などの語学教室をはじめ、スリランカなど各国の料理

教室も行っています。興味のある方は、ぜひご参加ください。

　次にメンター制度について、ご紹介します。学友会では現

役の米山奨学生をサポートするため、メンター制度を設けて

います。今年度、2660地区では48名の米山奨学生がいます

が、これに対してメンターが９人います。

　メンティーの不安や悩みの相談に応じるほか、少しでも早く

馴染んでもらうために勉強会も開催しています。このところは

コロナ禍で思うように活動できていませんが、先日からは

Zoomでの活動も実現しました。グループディスカッションでは、

感謝祭の企画を考えたりしました。米山奨学生の皆さんに、

たくさんの思い出をつくっていけたらと思っています。

　そして米山の世界大会も開催しています。学友会どうしが

横のつながり深めるため、２年に一度開催しています。これま

で熊本やモンゴルで開催してきましたが、今年の台北は残念

ながらコロナのため中止になりました。

　ロータリー精神を生み出すのが米山奨学制度だと思ってい

ます。それはロータリアンと奨学生、学友会の三者が成長し

ていく、素晴らしい制度だと思います。これからも、ご支援を

よろしくお願いいたします。

▼田中会長　本日も例会出席頂きありがとうございます。親

睦飯田委員長はじめ、親睦委員の皆様、例会設営応援あり

がとうございます。本日のゲスト、ウアール，ミナ　ミネア　アレ

クサンドラ様、リアル参加です。ごゆっくりして下さい。本日の

卓話、地区米山奨学委員会清水清一様、米山奨学生学友

会副会長頼育萱様、楽しみにしてました。本日の卓話、宜し

くお願いします。ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼児林副会長　緊急事態宣言とけましたが、まだまだ油断出

来ません。お気を付け下さい。地区米山奨学委員会直前副

委員長清水様、学友会副会長頼様本日、卓話よろしく御願

いします。

▼新宮幹事　清水様清一様、頼育萱様、ようこそおいで下さ

いました。本日、卓話宜しくお願い致します。

▼寺坂会員　コロナ気を付けましょう。

▼飯田会員　良い話、うまくいきます様に。

▼松井会員　昨日、宮川杯ゴルフコンペ。宮川さん、大変お

世話になりました。宮川さん！ゴルフ身体に合ってません。

▼澁谷会員　ご夫人誕生日。

▼長竹会員　60周年記念誌ありがとうございます。

▼吉田・原田会員　良い事が有りました。

▼宮川会員　日曜日、引きずり回して申し訳ありません。例

会欠席お詫び。

▼西村会員　親睦委員会の皆様、設営の協力をありがとうご

ざいます。小谷さん、お大事に！！

▼大槻・相馬会員　在籍内祝い。

▼富田会員　早く例会でも、ランチを食べれますように！！

▼大熊会員　在籍内祝いありがとうございます。これからもご

指導の程、よろしくお願いいたします。

▼藤田会員　誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼友田会員　新型コロナウイルス退散祈願。

▼曽家・加藤会員　誕生内祝い。

▼谷口会員　緊急事態宣言解除され、誠に喜ばしい事です。

小谷さん、お大事になさって下さい！

▼竹中会員　田中会長、ご手配ありがとうございました。宮川

会員、時計ありがとう。

■ 出席報告

月日

9/22

9/29

10/6

会員数

68

68

68

出席

39

46

38

うち出席規定
適用免除者

7

8

4

メーク
アップ

0

出席率

73.58％

85.19％

76.00％

確定
出席率

73.58％

日時：２０２１年１０月６日（水）

承認事項

1.前回議事録

2.会計報告

3.例会時の食事提供再開の件

4.秋の親睦会の件

5.例会卓話の件

6.台北東RC周年お祝いビデオレターの件

7.オフィスゼットレンタルサーバの件

8.60周年記念誌郵送の件

9.お見舞い金の件

理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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