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10月10日(月)

会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　１０月は米山月間です。

　日本に学び日本を理解し日本と世界に貢献する

人材を支援するのが米山奨学です。

　今年度、中国からの奨学生は蔡　真彦さんで

す。中国と日本は隣国であり経済的にも互いに大

きな関係を築いていますが、必ずしも良好で円満

な関係とは言えません。

　だからこそ、中国で見聞きし感じていた日本、

日本に来てから感じた中国、そして　日本。どの

様に違うのか。中国に限らず、韓国・台湾やアメ

リカ等、双方の国の実情を知った優秀な奨学生の

お互いの国の架け橋になれる力に期待するのです。

この制度を生かすも殺すも、受け入れるクラブの

奨学生と会員との人間関係・信頼関係だと思いま

す、池田くれはRCは2660地区米山奨学委員会　委

員長を坂田会員が、委員を今井会員が務められて

います。米山事業については、地区方針について

主導的な役割を果たしているといえます。これも

池田くれはRCの特に坂田会員、始め女性会員の方々

と奨学生が卒業後もロータリーとの関係が維持さ

れているのもお互いの暖かい信頼関係から生れて

います。

　

例会休会
ガバナー補佐訪問

担当：中村　武会員

10月17日(月)

　

出　席　報　告

例会日

例会回数 回

Ａ 会員数 名

Ｂ 出席免除者 名

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ 名

Ｄ 出席義務者　欠席数 名

Ｅ 出席義務者出席数　Ｃ－Ｄ 名

Ｆ 出席免除者出席数 名

出席率 ％

1629

30

5

25

20

　81.48

2022 年 9 月 26 日

2

 5

①地区より『ロータリーの友』創刊70周年　俳句

　コンテスト開催のご案内が届いております。

（インターアクト委員長宛）

②大阪RCより創立100周年記念式典及び祝賀会の

　ご案内が届いております。

（会長・パストガバナー宛）

③地区より2022-23年度インターアクト年次大会

　および第2回合同会議のご案内が届いております。

（会長・インターアクト委員長宛）

④ロータリーの友編集部より2023年1月号掲載記

　事候補者についての依頼が届いております。

（会長・幹事宛）

⑤地区より米山梅吉記念館訪問日帰り旅行のご案

　内が届いております。

（会長・クラブ米山奨学委員長・カウンセラー宛）

次回10月3日は１７時３０分より理事会を開催し

ます。理事・役員の方は、までにブリッジにお集

まりください。当日例会後、会長指名特別委員会

を開催します。委員の方は例会後、お集まりくだ

さい。
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《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

　今年度の地区大会が、下記の通り開催される予

定です。（詳細はお配りしたチラシをご覧下さい）

◆1日目

　12月16日（金）リーガロイヤルホテル大阪にて

　13：00　オープニングセレモニー

　13：30　開会式

　分科会後、「大阪のロータリー100周年の歩み」

　と称して、サックス演奏とウェルカムドリンク

　を楽しみながら、100年の歴史展示パネルをご

　覧いただけます。その後晩餐会があります。

◆2日目（土）

　12月17日（土）

　・リーガロイヤルホテル大阪にて

　11：00　顕彰者昼食会（ロータリー財団、米山特別

　　　　　寄付のメジャードナーの方が対象です。）

　・国際会議場にて

　12：00　友愛の広場（学友会主催）

　13：00　本会議

　16：00　大阪のロータリー 100周年記念講演

　　　　　とパネルディスカッション

～調査のある未来を目指して～

　　　講師　慶応気塾大学教授　宮田 裕章 氏

9月26日の幹事報告

10月3日(月)

卓話担当：米山奨学生 蔡 真彦様

9月26日のニコニコ報告

加藤　光祥　会長 …

小森　　正　会員 …

庄田佳保里　会員…

中村　　武　会員 …

岡本　　厚　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

今井　卓哉　会員 …

乾　　禎則　会員 …

沢田　武司　会員 …

北川　智司　会員 …

中西様、江澤様、本日は記念すべ
き100周年地区大会の御案内宜し
くお願い致します。

本日卓話です。
よろしくお願い致します。

本日、クラブフォーラムです。

朝晩すずしくなってきましたが、
昼間はまだまだ暑いですねえ。

大阪府民割10月10日まで延長にな
りました。10月11日からはいよい
よ全国旅行支援が年末までの予定
で始まります。

コロナ療養含め数回欠席しました。
土曜日は息子の運動会でした。

おつかれさまです!!

高槻RC中西様、江澤様、ようこそ
池田くれはRCへ!中西様、地区米
山奨学委員会ではいつもお世話に
なりありがとうございます。

沢田さん、毛生え薬ありがとうご
ざいます。今月から増やします。

阪神タイガース糸井選手の引退試
合を見に行ってきました。試合に
は負けてCS崖っぷちです。

すっかり秋らしくなってきましたね。

日　時：2022年9月18日（日）13:00～18:35

場　所：宝塚ホテル及び宝塚大劇場

出席者：ロータリアン、米山奨学生、米山学友、

その他関係者　総勢 約150名

　米山奨学生レクリエーションが、２部構成にて

開催されました。第一部は、宝塚ホテル宝寿の間

にて、昼食懇親会がありました。宮里 唯子ガバ

ナーによるご挨拶の後、山本 博史パストガバ

ナーの乾杯によりスタートしました。

途中、奨学生近況報告と題し、米山奨学生による

１分間スピーチがあり、例会やクラブ行事に参加

する事で、学校では学ぶ事のできない日本の習慣

や文化などを、カウンセラーやロータリアンから

直接学びながら、とても有意義に過ごしている様

子が良く伝わりました。45人の奨学生がスピーチ

をされたのですが、中でも蔡 真彦さんの日本語

は、ネイティブな日本人がスピーチをしているよ

うで、一番上手でした。

第二部は、宝塚大劇場に場所を移し宝塚歌劇 宙

組の「HIGH & LOW THE PREQUEL」と

「Capricciosa!!」を観劇しました。私は、生ま

れて初めて観劇したのですが、テンポの良さ、ビ

ジュアルはもちろん歌の迫力やキレのあるダンス

での表現力に圧倒され、宝塚の世界に引き込まれ

てしまいました。何といっても主役である真風さ

んの男役はカッコイイの一言で、宝塚歌劇に夢中

になるファンの方々の心境が少しわかったような

気がしました。そこはまるで現実を離れた夢の世

界でした。

　当クラブからは、地区米山奨学委員会　坂田 

妙子委員長、米山奨学生　蔡 真彦さんと妻の今

井京子、及び私の４名が参加しました。また、過

去に当クラブがお世話をさせていただいた元米山

奨学生の、鍾 允順さん、鄭　詩頴さんも学友会

スタッフとして参加しご活躍されていました。

米山奨学生カウンセラー　今井 卓哉

「私と米山ロータリーと言語学」

2022-23年度RID2660地区大会

本日の合計　27,000円　累計　297,000円

卓話「私の仕事」

（会長の時間　続き）

　池田くれはRCは、米山奨学委員会に加え社会奉

仕委員会　委員長及び委員始め、地区危機管理委

員会・青少年奉仕統括委員会・地区インターアク

ト委員会・地区諮問委員会委員と6委員会6名の地

区出向となっています。本来の規定を大きく超え

ています。出向されている会員の皆様のご尽力に

感謝申し上げます。

　本日は米山奨学生　蔡　真彦さんの卓話です。

日頃の研究生活の一端をお聞かせ下さい楽しみに

しています。

9月26日のビジター

高槻ロータリークラブ地区大会実行委員会

江澤　　由　    様

中西　美代子　様

米山奨学生 蔡　真彦　様

坂田　妙子　会員　　10月 1日

石田　貴子　会員　　10月 3日

今井　卓哉　会員　　10月24日

岡本　尚子　様 　　 10月11日

青井　奈緒　様　　　10月22日

10月のお誕生日
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（卓話　続き）

で活躍される、池田くれはロータリーの会員の皆

様の実績と経験を生かして頂き、子供たちがコロ

ナ渦で負った傷を癒す方法や、失った時間の穴埋

め、コロナによる二次的な問題等をわれわれに何

ができるかを考えていただければと思います。

４テーブルに分かれてデイスカッション発表

●テーマが漠然としているので答えが難しいとの

　意見　

●ストレス解消の場を多く設ける

●阪大生や学生を巻き込んだ事業を行う　

●先日のレクイエム事業はよかった

●お寺でのふれあい広場　

等、多くの意見を頂戴しました。

加藤会長総括

　テーマが「子ども・若者」その親世代すなわち殆

どの方が悩みをかけているということ、これからも

多くの問題が発生することだと思うので、今後も考

え続けなければならないテーマだと思います。

9月26日の卓話

クラブフォーラム①

社会奉仕委員会　委員長　庄田佳保里

庄田：

　本日は社会奉仕委員会、職業奉仕委員会のクラ

ブフォーラムです。

　11月26日（土）二委員会合同事業で「いながわ

100人ゴミひろいDAY！」を開催いたします。開催

するからには老若男女、多くの人に参加していた

だき、意義あるものにしたいと考えておりますの

でよろしくお願い申し上げます。

　本日は本事業のフォーラムではなく、地区に出

向する中で、現在コロナ渦で苦しんでいる方が多

くおられることを問題視しております。現在コロ

ナ渦で困窮している「子ども・若者」・・・その

親世代・・・が増えている。　

　池田くれはロータリーとして、地域でどんな奉

仕活動ができるか？をテーマにディスカッション

していただきたいと思います

小森：

　先日、松室さんが尽力される石橋祭りが2年ぶ

りに開催され、たくさんの子供たちが集まりまし

た。堀内さんが活躍される地元新町のだんじり

や、そのお隣、綾羽町のがんがら火祭りも大盛況

でした。伏尾台、槻木町の盆踊りもこの地域にこ

れだけ子供がいるのかと思うほど子供たちが集

まったとのことでした。

　この結果から子供たちはイベント、お祭り等、

楽しいことに飢えているのだと思います。この時

期に開催の決断をされた主催者に感謝の声が批判

的な声より多く寄せられているそうです。各地域

秋のRYLAセミナー 報告

日　時：2022年9月23日(金･祝)～25日(日)

場　所：パナソニックリゾート大阪

　2022年秋のRYLAセミナーが、茨木RCのホストに

より開催されました。私は不死王閣でのRYLAセミ

ナー以来2度目の「ロータリーパパ」として参加

してまいりました。

　当クラブからは、受講生2名を推薦しました。

一人は、趙航（チョウ・コウ）さん（2019-2021

年度　宮崎北RCの米山奨学生）で中国の大連出

身、現在は大阪大学理学研究科 物理専攻 博士前

期課程 2年生です。

　もう一人は、コットパーシャリン・ティータッ

トさん（ティタさん）（2021-2022年度　新潟東

RCの米山奨学生）でタイのバンコク出身、現在は

機械設計の仕事をされています。ティタさんは、

当クラブが6月に開催したレクイエム音楽祭にも

出演し、サックスフォンを演奏してくれました。

彼は、現在23歳ですが、24歳で起業する！との

事。前澤友作さん（現・株式会社ZOZO創業者）が

ライバルで、その前澤さんが24歳で起業されたの

で、自分も24歳で起業すると燃えています。

  今回の報告は、そんなティタさんにお願いして

執筆いただきましたので、是非ご一読下さい。

今井卓哉

（秋のRYLAセミナー報告　続き）

最善力を磨く!!　～その時君ならどうする？～

K.ティータット

　この度、私をRYLAセミナーに推薦して下さった

池田くれはロータリークラブに感謝を申し上げま

す。とても有意義な３日間でした。　

　今回のセミナーの中で「最善」について色々な

側面から考えることができました。最善な選択・

行動・方法を検討する際、必ず条件を明白にする

ことが必須だと整理できました。どの目的で、ど

の技術で、誰と、何で、どこで、などの条件を洗

い出し、選択する必要があると学べました。論理

学の用語を使うと「命題」と呼びますが、この命

題をいかに完成させるかがポイントであるのでは

ないでしょうか。しかし、「今」の選択は最善で

あるかどうかは、今の段階では決して断定できな

いことも体験できました。一人で考えても、優秀

な人材を集めて考えても、未来はあまりにも不確

定要素が多いため、「今」の選択が最善であるな

どとても言えません。よって、「最善とは何か」

の問いに関しては答えられませんでした。

　ここで、私はアプローチを変えました。「今あ

る資源（人、物、金、情報）で考え、最善っぽい

何かがあるとしたら、それは何か？」最善なんて

未来の情報を確定させない限り考えるだけ無駄で

あることを体験しました。それを踏まえて、少し

かみ砕いて考えてみると、我々は「最善っぽい」

何かしか目指すことができないでしょう。では、

私がこの３日間で見つけた「最善っぽい」を繰り

出す方法の一つを、紹介します。

　グループで議論をするのです。そして、説得力

のある複数の案を場に残すよう皆で出し合った

り、削りあったりします。ここで、一つ一つの案

には矛盾がなく、少なくとも実行しても悪い結果

にはならないだろうと思えるような案でなければ

いけません。普通の議論なら、この中から一番良

さげな案を採用するのが無難でしょう。そこで

す。そこで決定せずに皆でもう一歩踏み込むので

す。「複数の案のいいところを満足するような新

しい案を考えます」。そうして考えられた案はど

んな案かはさて置き、かなり「最善っぽい」ので

す。資源に見合う案である可能性が高いことを発

見しました。議論の場に出ているいい案から選ば

ず、さらにそれらをベースに新しい案を出すとこ

ろが肝心なのです。しかし、実行するにはかなり

の根気が必要になるため、かなり体力を持ってい

かれますが、唯一無二の体験をさせていただきま

した。有意義過ぎて家に着いた瞬間母親（バンコ

ク在住）に電話して長話しをしてしまいました。

ガバナー月信より

職業奉仕委員会　委員長　小森　　正


