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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「奉仕の理想」

●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

　　倉角 和彦様

●出席報告

●お誕生日御祝い 

　　寺坂哲之会員・谷口善紀会員・山本勝彦会員・

　　友田 昭会員・児林秀一会員

●ロータリー財団表彰

　マルチプル・ポール・ハリスフェロー

　　第2回目　相馬 康人会員

　ポール・ハリスフェロー

　　友田 昭会員

●米山奨学金贈呈

●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　　

　　　「ロータリー財団月間によせて」

　　　　ロータリー財団委員会　平尾 貴英委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/9　（移動例会） 秋の親睦旅行 AM10:00出発

11/16　日本ウクライナ文化交流協会

　　　　　　　小野　元裕　会長

　　　　　「ウクライナの現状」　（仮題）

11/30　出席委員会　原田 達也 委員長

12/7　米山奨学会委員会　福村修一委員長

　　　　　「あの米山奨学生は今！」　（仮題）

第2943回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

イマジン ロータリー
  国際ロータリー 会長　ジェニファー E. ジョーンズ

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

大阪のロータリー 100周年を祝おう！
  国際ロータリー  第2660地区 ガバナー　宮里　唯子

八尾ロータリークラブ テーマ　　持続可能なロータリーへ　会長　吉本　憲司



　これまで予告しておりました通り、今週から座席の配置

を変更しております。感染拡大防止のため長らくスクール

形式にしておりましたが、大阪モデルも緑信号になり皆さ

んがコミュニケーションをとりやすい対面形式に戻させて

いただきました。引き続き飛沫が飛ばないようご注意いた

だきながらではありますが、お向かいやお隣の会員とも、

交流を深めていただければと思います。

　さて先週は、初のリモート卓話に挑戦いたしました。卓

話者の高島様にはこの日、フィリピンから生出演していた

だきました。プログラム委員会の相馬委員長や山陰ＳＡＡ

に骨を折っていただき、接続もうまくいって聞きやすい卓

話ができたと思います。ご尽力いただきました皆様、あり

がとうございました。これに味をしめて今後も、「八尾には

なかなか来れないけれど、リモートで興味深い話を聞か

せていただける」という方がおられましたら、どうぞご紹介

くださいますようお願いいたします。

　そして卓話の内容は、ポリオ根絶の最前線からのお話

でした。非常にわかりやすく解説していただき、私たちが

ポリオへの理解を一層深めるのに大いに役立ったのでは

ないでしょうか。

　皆さんにはまた、こうした世界での活動を自分たちが後

方から支援しているのだ、という自覚を改めてお持ちいた

だければと思います。近い将来、ポリオ根絶の日が訪れ

た暁には、間違いなく胸を張っていただけることだと思い

ます。そしてご家族に対しても、「父ちゃんもポリオ根絶に

貢献してんで」と子の代、孫の代に誇れることだと思いま

す。

　私たちの世代はとかく、将来の世代に対して十分な責

任を果たすことができていません。特に地球環境問題に

ついては、よりよい環境を未来に受け継ぐどころか、好き

放題やってきた結果として、そのツケをすべて未来に押し

付けようとしています。

　しかしそんな中でも、ポリオのない世界は、将来世代に

残してあげることができる数少ないレガシーの一つになる

はずです。ポリオに悩み苦しむ当事者や家族がこの世か

らなくなれば、それはきっと先人の功績として後世から感

謝されることでしょう。そう信じてこれからも、ロータリアンと

してポリオ根絶に取り組んでいきたいものです。

　そして本日は、国際ロータリーが推進している「ＤＥＩ」に

ついて、皆様とともに考えたいと思います。大阪西ＲＣか

ら田原至会員をお招きし、Ｄ（Diversity=多様性）、Ｅ

（Equity=公平性）、Ｉ（Inclusion=包括性）について、理解

を深めていただくとともに、それではそのＤＥＩを推進する

ために自分はどう変わる必要があるのかをじっくりお考え

いただければ、きっと八尾ＲＣもより良い方向へと進化し

ていくことができると思います。

▼21日にIM第４組の会長幹事会に、会長と幹事で

出席しました。

▼今週も赤い羽根の募金箱を回しますので、ご協

力をお願いいたします。

▼次週例会後に、理事会を開催します。上程のあ

る方は、資料をご提出ください。

▼クールビズは今週までで終了します。次週からは

ネクタイ着用で、お願いいたします。

▼ローターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

ローターアクトの３地区交流会が11月27日に開催され

ます。出欠の確認を回覧しますので、皆様ご参加くだ

さい。

▼親睦活動委員会・田中　康正　委員長

　11月9日に秋の親睦旅行を開催しますが、全国旅行

支援を活用します。旅行代金の割り引きとともにクーポ

ン券がもらえますが、条件として３回のワクチン接種ま

たは３日以内のPCR検査での陰性証明が必要です。

　条件をクリアできる方はご活用いただき、費用削減

にもご協力をお願いいたします。

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



▼青少年奉仕委員会・宮川　清　委員長

　本日夕方、輝とこども食堂への支援金を贈呈しま

す。先日卓話にお越しいただいた青芝フック様の色

紙オークションの収益金を活用させていただきます。

「ロータリーのDEIで育てられた今」

▼田　原至（ジョン・ウォンジ）・地区常任幹事

　　（大阪西ＲＣ）

　八尾ＲＣ様には４年前に一度、RYLAについての卓

話でおじゃましたことがあります。

　私は2010年、RYLAに初めて参加しました。勤務先

の社長が大阪城北ＲＣのロータリアンであったことが

きっかけでしたが、参加したおかげでいろんな人に出

会う素敵な経験ができました。そしてローターアクター

から誘われたことから大阪西ローターアクトクラブに入

会。さらにRAC卒業後は、チームRYLAに入会しました。

2018年、八尾ＲＣ様がホストされた春のRYLAでも、

ディレクターを務めました。RYLAはこれまでに、20回

は参加したと思います。これは、地区でも一番ではな

いでしょうか。

　その中でたくさんの方に出会い、やがて自分もロー

タリアンになりたいと思うようになりました。2021年、大

阪西ＲＣに初の女性会員として入会しました。

　私は釜山の大学を卒業後、日本の会社に就職しま

した。それから転職し、そして自分の会社を立ち上げ

ました。貿易の会社で、韓国やベトナム向けに子ども

用品などを輸出しています。

　さて今日のテーマのＤＥＩですが、これは今、個性を

生かして創造性を伸ばすため、企業でも取り入れられ

ています。たとえば私自身について、いろんな属性が

あります。キーワードを挙げていくと、いろんな特徴が

あります。

　Ｄのdiversityは、個性を受け入れ尊重し、個性に価

値をみつけることです。私も入会直後、皆さんに励まし

てもらった経験があります。最初は人前で話すことは

苦手でしたが、気持ちは伝わると思い経験を積むうち

に、前で発表できるようになりました。

　Ｅのequityについては、挑戦する一人ひとりに対する

機会の公平性を追求することです。チームRYLAのメ

ンバーになるには、もちろん経験が必要です。受講生

として参加するのとは、桁違いの大変さがありました。

責任感も当然、違いました。最初はとても難しかったで

すが、やりがいを感じました。リーダーをやりたいという

自分を、周りの皆さんも快く引き受けてくれました。

　そうしてホストクラブとともに、RYLAをつくっていくこと

できたと思います。みんなが一緒に楽しめるように、環

境をつくっていくことが大切だと思います。

　最後にＩのinclusionですが、これは挑戦する一人ひと

りが個性を発揮し、組織として生かし合うことです。

RYLAの準備に関しても、私なりに取り組んできました。

卓 　 　 話



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 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

そんな中でも、話を聞いてくださる方や助けてくださる

方がたくさんいるのがロータリーだな、と感じました。

　こういう経験は、仕事をする上でも役に立っています。

卑屈になったりせずに、みんなで話せる方法をいろい

ろ勉強したと思います。

　そして昨年、念願のロータリアンになったのですが、

実際に自分がロータリアンになってみて今、いろいろ

と勉強しているところです。将来は素敵なロータリアン

になりたいと思っています。

　ＲＩの行動規範としては、他者を尊重する言葉を使う、

などいくつかの項目がありますが、私もこれらを心がけ

ていきたいと考えています。

　ところで12月に行われる地区大会では、職業奉仕に

関する分科会で私もパネリストとして参加する予定で

す。よろしければぜひ、ご参加ください。

▼大阪柏原RC　伊谷 祐一様　四輪会ゴルフ参加、ご

苦労様でした。

▼吉本会長　田原至会員、ようこそお越しくださいまし

た。卓話よろしくお願いいたします。

▼長竹副会長　ジョンウォンジさん、ライラでは大変お

世話になりました。卓話宜しくお願い致します。

▼稲田幹事　田原至さん、卓話楽しみにしています。

よろしくお願いします。

▼中川・原田会員　良い事がありますように。

▼井川会員　早退お詫び。

▼菅野会員　本日早退お詫び。ジョンウォンジ様本日

卓話よろしくお願いします。

▼飯田会員　今のミッション、良い形で納まります様に。

▼田中（正）会員　本日の卓話、大阪西ＲＣ 田原至様、

宜しくお願いします。楽しみにしていました。北山会員、

何かとありがとうございます。（いい後輩や！）

▼新宮会員　田さん、本日卓話宜しくお願いします。

▼山陰会員　ジョンウォンジさん、卓話楽しみです。皆

様、いつもニコニコご協力いただきましてありがとうござ

います。

▼宮川会員　ご夫人誕生日。

▼野村会員　いつも、いろいろとありがとうございます。

▼児林（秀）会員　本日も例会休ませて頂きます。申し

訳ございません。本日、大阪西ロータリークラブ　田原

至様、卓話よろしく御願い致します。

▼西村会員　ヤクルト強いですねぇ！！！どこぞの

ヘッポコと違って！？日本シリーズ、見応えあります

ね！

▼小谷会員　ウォンジさん、ようこそおいで下さいまし

た。11月16日の会議もお願いします。

▼大熊会員　いつもありがとうございます。ご夫人誕生

日。

▼相馬会員　ジョンウォンジ常任幹事、本日は卓話よ

ろしくお願いします。

▼曽家会員　先日は地区でお世話になりました。卓話

楽しみにしてます。

▼平尾会員　来週ロータリー財団に関しての卓話をさ

せていただきます。よろしくお願いします。ご夫人誕生

日。

▼谷口会員　ご夫人誕生日。

▼倉内会員　よいことがありました。

■ 出席報告

月日

10/12

10/19

10/26

会員数

62

62

62

出席

35

44

40

うち出席規定
適用免除者

7

10

8

メーク
アップ

1

出席率

69.23％

80.00％

75.47％

確定
出席率

81.82％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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