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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング 「それでこそロータリー」

●ゲストの紹介

　金光八尾高校インターアクトクラブ顧問

　　森 祥太郎様、前田 裕子様

●ビジター紹介

　八尾ローターアクトクラブ

　　栗山 恭章様、青野 凌様、田中 聡一郎様、

　　児林 成輝様、田中 祐子様

●出席報告

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

12/21　吉本　憲司会長 「上半期を振り返って」

1/11　PM5:30～新年初例会（シェラトン都ホテル）

　先ほどの年次総会では候補者の皆さんをご承認い

ただきまして、ありがとうございました。後継者の方々

の顔ぶれが決まり、会長としてもうれしく思います。

　さて、そんなおめでたい日ではありますが、本日は

残念なお知らせがございます。すでに聞き及んでいる

方もあるかもしれませんが、八尾ＲＣがスポンサーした

八尾中央ＲＣ様が、12月いっぱいをもって解散される

ことになりました。

　八尾中央ＲＣ様は今年度、11名の会員でスタートさ

れました。当初は「今年度に創立40周年の式典を行

う」ともおっしゃっていたのですが、しかしその後、約半

数の会員が高齢や体調不良などを理由に退会の意

向を示されたそうです。さすがに5～6人の会員数では

クラブの維持も難しい、とのご判断で、解散のやむな

きに至りました。

　当クラブも親クラブとして「何とか存続の道はないも

のか」と模索しておりましたが、残念ながら解散の決意

を固められました。つきましてはせめて何かできること

があればと「解散後もロータリーを続けたい」という会

第2948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

会　長　の　時　間



員がもしおられれば、八尾クラブで条件が合うならば

どうぞ移籍してきてください、とお伝えしています。もし

そういう方が来られましたら、どうぞ皆さんも温かく迎え

ていただければ大変ありがたく思います。

　12月に八尾中央ＲＣ様が解散し、来年6月に八尾東

ＲＣ様が解散されると、八尾市内では我がクラブが唯

一のロータリーとなります。皆様も八尾ＲＣの会員とし

て、その責任と自覚そして誇りを持って、これからも活

動に励んでいただけますと幸いです。

▼10日に大阪南RCの70周年記念式典が開催さ

れ、松本PGと会長・幹事で出席します。

▼地区大会の登録証をお配りしております。当日

にご持参ください。

▼来週の例会は、忘年家族会の会場で行います。

間違わないよう、お願いいたします。

▼1月11日の新年初例会の出欠を回覧します。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼少年サッカー大会が1月7、8日に開催されます。

出欠を回覧します。

▼ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様

　来年３月に卒業で、あっという間に感じます。今月は

卒業研究の提出があり、最後まで頑張るつもりです。

人前でしゃべるのが苦手ですが、しっかり伝わるように

練習したいです。

▼親睦活動委員会・田中　康正　委員長

　次週は移動例会を、ヒルトンホテル35階で開催しま

す。5時から例会で、6時から忘年家族会です。参加を

まだ受付中です。

▼社会奉仕委員会・富田　宏　委員長

　３日に八尾RAC主催で、本町２丁目公園にてイルミ

ネーションの点灯式を行いました。ご協力、ご参加い

ただきました皆様、ありがとうございました。

　現地を通られた際にはぜひ、点灯している様子を、

ご覧ください。

「米山記念奨学会の活動」

「あの米山奨学生は今!?」

▼米山奨学会委員会・福村　修一　委員長

　米山奨学制度は母国と日本の架け橋となる人材を

育成するのが目的で、国際平和に貢献する人を育て

ます。日本最大の奨学制度で、2022年度は898人の

奨学生を支援しました。国別では中国や韓国、台湾な

どが多くなっています。

　世話クラブによるカウンセラー制度があり、八尾RCで

もこれまで、13名の奨学生をお世話してきました。最

初の受け入れは1973年、台湾からの留学生でした。　

　2000年にお世話したトンガからの奨学生は、2年前

にロータリーの友にも掲載されました。現在はトンガの

ロータリアンだそうです。

　そして今回、過去の米山奨学生のうち何人かと連絡

がとれ、ビデオメッセージをいただきましたので、ご覧

ください。

　まず台湾の范凱云（はんがいうん）さんです。「大学

を卒業後、東京に就職し、現在は臨床検査の会社に

勤務しています。中国向けの事業などを担当していま

す。奨学生のときは多大な支援をいただき、感謝して

います。

　例会ではいろんな人と交流ができました。おかげで
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卒業してからも、社会とのギャップが発生しなかったと

思います。いろんな話を聞いて、自分が何をやりたい

か見つけることができました。今は日本と台湾の架け

橋になって、関係を促進しようと力を入れています。」

　次は2014年のヤスハラ・ミシェルさん（マレーシア）で

す。「米山奨学生の１年間、すごく勉強になりました。

最初は緊張しましたが、皆さんやさしく接してくれまし

た。親睦旅行で奈良に行ったのも思い出です。とても

仲良くしていただきました。

　今は広島の米粉を使ったパン屋さんで勉強中です。

パンが好きなので、何年か先にはグルテンフリーのパ

ンで、お店を出したいと思っています。グルテンフリー

の生活をして、小麦粉をなるべくとらないようにしました。

結婚して３年目になります。コロナで延期していました

が、9月にようやく結婚式をマレーシアで挙げることが

できました。

　米山で人と人との絆が大事だと思いました。パン作り

も日本で学んだ技術で、マレーシアにも伝えていきた

いと考えています。」

　ちなみに今お勤めの店のオーナーは、広島南RCの

会員さんだそうです。本日皆さんにお配りしているパ

ンも、このお店のものですので、ご賞味ください。

　続いてアメリカからの奨学生、三宅建さんです。「６

年前、大学院のときに２年間お世話になりました。たく

さんの経験をし、交流もさせていただきました。支援し

ていただいたおかげで、大学院も無事終えることがで

きました。例会にもほぼ毎週出席し、個別にもお話を

聞かせていただいたりしました。

　今は東京の国際基督教の高校で、英語の先生をし

ています。生徒の３分の２は、帰国子女です。担任も

持って、ホームルームもしています。今はちょうど、進

路相談の時期です。部活動も指導しています。

　奨学生のとき、すでに結婚していましたが、そのころ

生まれた息子が、来年には小学生になります。時の流

れの早さを感じます。

　奨学生のころは支援を受けるばかりで、恩返しが何

もできませんでした。でも将来、社会にかえせばいい、

と言われました。できるだけそうしようと、今もがんばっ

ています。生徒たちに対しても、そういう目で見ている

つもりです。将来、社会に貢献できる人物になってほ

しい、と思っています。」

　最後は台湾の陳韋宏（ちんいこう）さんです。「東京

工業大学へ進学し、現在は栗田工業で働いています。

当時の菅野会長や大槻カウンセラーのやさしさが印

象に残っています。宝塚歌劇の鑑賞や、留学生どうし

の交流も経験しました。

　現在は、水処理の技術開発に取り組んでいます。

ロータリーの重点項目にも、水と衛生があります。もと

もと私がロータリーに応募したのも、この水と衛生が

あったからです。これからは世界の水資源問題の解消

に貢献したいと思っています。皆さんには、今でも感

謝しきれない思いです。」

　ところで当クラブの米山への寄付状況ですが、地区

で79クラブある中で寄付金額は50位くらいです。１人２

万円あまりの平均ですが、もう少し頑張れば真ん中ぐ

らいの順位に上がると思います。

　本日、寄付の用紙をお配りさせていただきました。21

日に集金したいと思います。ご協力をよろしくお願い

いたします。なお寄付控除の関係で今年度に控除し

たい方は、12月中の寄付をお願いいたします。



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

▼吉本会長　福村委員長、卓話楽しみにしています。

▼長竹副会長　福村さん、卓話宜しくお願い致します。

▼稲田幹事　イルミネーション点灯式、お疲れ様でした。

▼村本会員　自宅の「関屋鉄道」がテレビに出ます。放映

は12月9日（金）18時15分からの6ch朝日放送「ニュースお

かえり」です。お時間のある方は見て下さい。早退お詫び。

▼中川会員　良い事がありました。もっと良い事がありま

すように。

▼山本（勝）会員　大槻さん、長竹さん、田中さん、ゴチに

なりました。

▼田中（正）会員　先日のイルミネーション点灯式へ、輝、

夢うららホットステーションらのこども25名、招待頂きありが

とうございました。良き思い出になります。先日のK1ワー

ルド大会で、黒田（社員）が世界チャンピオンベルトを手

に入れました。感動しました。写真有難う。

▼山陰会員　福村委員長、卓話楽しみにしてます。おも

しろい話して下さい。

▼吉田会員 来週家族忘年会、参加よろしくお願いします。

▼野村会員　宇野さん、先日は見学させていただき、あり

がとうございました。委員会の皆さんもありがとうございま

した。よいことがありました。

▼児林（秀）会員　本日年次総会、次年度理事・役員承

認ありがとうございます。精一杯頑張りますのでよろしくお

願いします。本日卓話、福村委員長よろしくお願いします。

▼西村会員　ワールドカップサッカー、日本はいい戦い

をしましたね。4年後はベスト8頼みます。

▼富田会員　12/3（土）イルミネーション点灯式、お世話

になった皆様、ありがとうございました。

▼相馬会員　福村委員長、卓話頑張ってください。

▼曽家会員　昨日、松井さん、野村さん、西村さん、有難

うございました。

▼平尾会員　福村さん、卓話宜しくお願い致します。

▼佐々木会員　コロナ患者数は減ってませんが、病院の

入院は逼迫していません。今回の波は今までの波と

ちょっと違うような気がしますが、皆様ご自愛下さい。

▼倉内会員　神戸マラソン完走しました！よいことがあり

ました。

▼福村会員　本日、米山奨学制度につきまして、拙い説

明ですが、生暖かく見守っていただければ幸いです。

▼谷口会員　福村さん、ブラボー！な卓話宜しくお願い

します。

▼原田会員　みな様に良い事がありますように！

▼竹中会員 福村さん、卓話楽しみにしいます。今年もあ

と少しよろしくお願いいたします。写真有難う。

▼北山会員　先日は別府さん、ピアノリクエスト引き受け

て頂きありがとうございました。また児林会員いつもありが

とうございます。

▼水野会員　ご夫人誕生日。

▼安田会員　福村さん、卓話よろしくお願いします。ご夫

人誕生日。

■ 出席報告

月日

11/16

11/30

12/7

会員数

62

62

62

出席

44

45

46

うち出席規定
適用免除者

9

11

10

メーク
アップ

0

出席率

81.48％

80.36％

83.63％

確定
出席率

81.48％

日時：２０２２年１２月７日（水）

承認事項

1.前回議事録

2.11月会計報告

3.事務局員業務委託の件

4.秋の親睦日帰り旅行 収支報告書の件

5. 1/11（水）新年初例会の件

6. 2/25（土）ＩＭＲＤの際の移動例会の件

7.八尾市青少年問題協議会委員の派遣

8.新入会員の件（上農 修様）

9.職業奉仕レクチャー・フォーラムの件

10.米山奨学生受け入れの件

11.里子の家庭支援事業の件

12.リース満了に伴う契約手続きの件

13.退会の件（柏木 武生宜会員）

14.事務局年末年始休暇の件（12/27

（火）～1/6（金））

理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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