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会長挨拶	 伊藤会長

先週、吹田 5 RC親睦コンペに参加してきました。
晴天には恵まれ楽しいゴルフでしたがスコアはいつも
通り、26人中18位という成績でした。ロータリーには
上手い人が多いこと、少しは追いつけるようこれから
は練習に励みます。
先週土日は鈴鹿サーキットへ、スーパーフォーミュ
ラー最終戦へ。11月卓話に来てくれるレーシングドラ
イバー松下選手の応援でした。昨年の鈴鹿最終戦は予
選でポールポジション、決勝レースでは不運に見舞わ
れ優勝できず、今年の 4月の鈴鹿では雨の中優勝を果
たしました。
しかし、今年の最終戦は予選、決勝とも残念な結果
となりました。今週日曜日には栃木県のモテギにて
スーパーGTの最終戦があります。これでシリーズ
チャンピオンを決め、卓話に来てくれると盛り上がる
こと期待しています。
それでは最後に、健康情報をお伝えしたいと思いま
す。本日はサプリメントについての話です。皆さん、
サプリメントは飲んだことある人はたくさんいると思
います。そもそも、サプリメントとは何でしょうか？
栄養補給を行うためのもの、薬ではなく区分は食品
です。私は一般にお店で販売されているようなもので
はなく、メディカルサプリメントを毎日10種類以上補
給しています。クリニックで定期的に血液検査をし、
必要な栄養素を補給しています。ただ、このサプリメ
ントを補給していれば健康になるのか？

やっぱり食事でしっかりした栄養を摂り、足りない
ものをサプリメントで補給することが最善だと思います。
ご参考まで。

ゲスト紹介	 親睦活動委員会　島倉委員

本日は米山奨学生のエランバム, ガントイビ様にお
越し頂いております。本日の卓話宜しくお願いします。

幹事報告	 橋本（芳）幹事

1 ．千里RC創立50周年記念演奏会についてのご案内
　日時：2023年度 5月14日（日）午後 2時より 4時半

伊藤会長より奨学金の授与

本日の例会

第1867回例会　令和 4年11月 7 日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　ロータリー財団月間
　　　　　「ロータリー財団について」
� 長屋　　興�ロータリー財団委員長

前回の記録

次回の例会

第1868回例会　令和 4年11月14日
今週の歌　「 4つのテスト」
卓　　話　「モータースポーツ 日本とヨーロッパ」
　　レーシングドライバー
� 松下　信治（まつした のぶはる）�様
� （伊藤泰充会長ゲスト）



　場所：シンフォニーホール　費用は無料
　 　こちらは予定人数を把握したいという事なので、
参加予定でも構いませんのでご記入ください。
2  ．箕面千里中央RCよりサラヤ株式会社代表取締役
社長 更家悠介氏講演会ご案内
　日時：12月 3 日（土）午後 2時より
　場所： 千里中央　ライフサイエンスセンター　費用

は無料
　　回覧します。
3  ．11月度卓話表、ロータリーの友11月号、ガバナー
公式訪問の集合写真をBOXに入れました。
4  ．本日例会終了後は、今年度第 8回（10月度）理事
会が開催されます。
　 　今年度理事並びに役員の方はご参集頂きますよ
う、宜しくお願い申し上げます。
5  ．本日は卓話をして頂く為に米山奨学生エランバム,
ガントイビさんに伊藤会長より奨学金の授与がござ
います。
　 　そして「ロータリーとポリオ学習会」修了証が届
きましたので、お渡しします。

出席報告	 出席委員会　島倉委員長

●会　員　数　41名　　出席会員数　34名
●来　　　客　 1名　　本日の出席率　87.18％
●10月17日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会	 近藤委員長

明日、11月 1 日は江坂企業協議会が主催のクリーン
デーが実施されます。
参加可能な方は、午前 7 時30分に江坂公園のカス
ケード前に、ご集合よろしくお願い致します。

米山記念奨学会委員会	 瀬川委員長

本日、伊藤会長、福原会員、仁科会員より特別寄付
をいただきました。ご協力ありがとうございました。

親睦活動委員会	 木田委員長

クリスマス家族例会のお知らせです。次回例会には
詳しく案内文をお配りしますが、12月19日（月）18：00
「ラ・フェットひらまつ」にて開催します。
会費：メンバー　20,000円
　　　家族　　　18,000円
となります。18才以上限定となりますので、よろしく
お願い致します。

第3回江坂エスコタウンイルミネーション開催
	エスコタウンイルミネーション実行委員会 　
	 橋本　徹也 パスト会長

吹田西RCから寄付を頂きありがとうございます。
地元の企業、エスコタウン添い店舗の方々の協力を

得て年末年始のエスコタウンの街並みをライトアップす
るイベントです。 3 年目を迎えた今年は、「大阪・光

の饗宴2022」のエリアプログラムにも参加し、吹田市
のみならず大阪府全体へのPRを強化いたしました。
岡本太郎氏の作品である、豊津公園の「リオちゃん」と
ダスキン本社の「みつめあう愛」もライトアップします。
令和 4年11月 9 日（水）～令和 5年 1月29日（日）
【点灯式】令和 4年11月 9 日（水）18時

ゴルフ同好会	 榎原会員

10月26日（水）吹田 5 RC親睦合流ゴルフコンペを吹
田RC主催で宝塚ゴルフ倶楽部新コースにて開催しま
した。気持ちの良いゴルフ日和になり26名の参加があ
りました。 3位は吹田江坂の金馬隆仁会員、 2位は同
じく吹田江坂の内田 潤会員、映えある優勝は我がク
ラブの瓜生晴彦会員でした。アウト48、イン47、グロ
ス95、ハンディキャップ25.2、ネット69.8でした。お
めでとうございます。

野球同好会	 清水（大）会員

○ 2022－2023年度のガバナー杯争奪野球大会の開催に
ついて
トーナメント方式での開催に向けて準備を進めてお
りましたが、試合日程、会場確保について2022年内で
の開催が困難となりました。
大変申し訳ありませんが、一旦延期とさせて頂きま
す。との連絡がホストクラブの大阪西RCより連絡が
入りましたのでお伝えいたします。

野球部の納会を12月14日（水）夜に江坂周辺で行う予
定です。来週から回覧をまわしますので、野球部以外
の会員の皆様もご都合よろしければ是非とも参加くだ
さいますよう、ご案内申し上げます。

ニコニコ箱	 荻田SAA

●石﨑会員　ガンバ大阪、必勝残留を期して。
●伊藤会員　5 RCゴルフコンペ楽しませて頂きました。
●木下会員　先日、茨木カンツリー倶楽部で開催され
た「大輪ゴルフ会」で 2位となりました。橋本幸治
会員ありがとうございました。
●瓜生会員　吹田 5 RC親睦ゴルフコンペで優勝させ
て頂きました。
●橋本（芳）会員　すいません、衣替えしたのでバッチ
を忘れました。
●瀬川会員　オリックス26年ぶりの日本一おめでとう
ございます。
●橋本（幸）会員　関大ゴルフ部が常陸宮杯全国大学ゴ
ルフ選手権で第 7位入賞しました。
●仁科会員　オリックス優勝おめでとうございます。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱  28,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱  515,000円



  

ご結婚のお祝い　11月

 

田中会員夫妻
瓜生会員夫妻
井伊会員夫妻
青木会員夫妻
由上会員夫妻

坂口会員夫妻
佐々木会員夫妻
島倉会員夫妻
石﨑会員夫妻

 

米山月間「米山記念奨学生について」
　当クラブ2022学年度 米山記念奨学生
 ELANGBAM, NGANTHOIBI 　　
 （エランバム, ガントイビ）さん

まず学校の所属は国際英語学部です。そして私の専
攻は、女性のグローバルリーダーシップWGLです。
WGLは、世界中の女性の状況に関する研究になりま
す。女性の地位は世界の様々な地域で大きく異なりま
す。ヨーロッパのオランダ、フィンランド、デンマー
クなど 1部の国では女性は男性と同等の権利を持って
います。こんな国では労働力会の女性の参加率はほぼ
等しく、男女間に賃金格差はありません。しかし残念
ながら世界の別の地域では女性がまだ基本的な権利の
ために今も戦っています。世界のこんな地域では女性
は学校に行くこと、働くことができません。家の外に
出ることもできない国があります。女性の義務は、家
族の世話をすること、家の家事をすることになってい
ます。ほとんどの女性は読み書きもできず、何が起こっ
ているのかわからないため変更を求めません。一部の
女性は状況を知っていても自由と平等のために戦うこ
とを怖がっています。WGLクラスでは、過去と現在の
多くの女性リーダーやビジネスオーナーの人生の物語に
ついても学びます。フィンランドの首相サンナ・マリン、
ナスダックの最高経営責任者アデナ・フリードマン、
人権活動家のローザ・パークスなどのリーダーについ
て学んでいます。さまざまなテッドトークを聞いて、
そのテッドトークから学んだことを発表したり、トー
クのトピックについてディスカッションしたりするア
クティビティもあります。これがWGLの主な焦点です。
次は日本語の授業の日本語実践演習と日本語日本事

情です。日本語実践演習は日本語能力試験を受けるため
の授業です。この授業ではいろんな日本語の言葉や漢字
を学んでいます。言葉は覚えられますが漢字は難しいで
す。新しい漢字は何回書いて練習していつも忘れていま
す。そして漢字の読み方も複数あるのでいつも迷います。
日本事情は、日本で就職できるための授業です。い
ろんな日本の就職マナーを学んだり、決めている日本
のビジネスの表現、例えば電話をするとき自分を紹介
して「私は〇〇株式会社の〇〇と申します。お世話に
なっております。〇〇さんはいらっしゃいますか」と
か電話の向こう側が聞いている人が外出している時
「〇〇は外出中です。よろしければ、ご予定をお伺い
いたします」。御社の社長や部長には「さん」と言う
敬称を使わないこと。名刺がいないと「申し訳ござい
ません。ただいま名刺を切らしております」このよう

卓　　　話

な表現を学んでいます。私にとってはこの授業が一番
難しいです。会社のいろんな会話の録音も聞いていま
す、その中で最初から最後まで聞いても意味が全然わ
からない会話が多かったです。その会話のトピックが
知らなかったです。就職のためまだまだ勉強しないと
いけないです。
情報の理解と活用は日本語でレポートを書けるよう
にするための授業です。参考文献を使ってレポートの
書き方を学んでいます。でも日本語の本も難しくて漢
字は全部読めなくて日本人の先輩が手伝ってくれました。
近現代の世界と日本では、日本と様々な国の現代史
について学んでいます。近現代のクラスではいろんな
王様、戦争と植民地化について学びました。日本の江
戸時代、明治時代の社会の文化、教育、外国貿易と西
洋化について学びました。また、クラスのプレゼン
テーションで私も自分の国の歴史と文化について紹介
する機会を得ました。
大阪女学院大学はキリスト教の学校であるため新約
聖書と世界についても勉強しています。その中でソロ
モン、パウロ、アブラハムなど聖書における登場人物
とその知恵と予言について学びました。また、イエス
の誕生や教え、イエスが最も信頼できる弟子の一人に
裏切られたこと人類の罪のために死んだこと、そして
許しの美徳と偉大さを学びました。そして二限が終
わったら、チャペルアワーと言うチャペルで集まりが
あります。そこで先生たちが自分の経験を共有したり、
歌ったり、聖書の新しいことを教えたりしています。
自己の発見はいろんなアクティビティーをやって、
自分をもっと知る、そして自分はどんな人かをわかる
ための授業です。この授業から自分はほとんどの場合
楽観的、完璧主義者で、どんな状況にも適応します
が、内向的でもある人であることを知りました。
次は、英語で行っている授業について話したいです。
私の学校では日本語も英語も両方の授業を行っています。
まずは、リサーチライティングです。リサーチライ
ティングは情報の理解と活用と同じレポートの書き方
の授業ですが、今回は英語のレポートです。卒業論文
のために造作を行い、情報を収集して準備をできるた
めの授業です。
リサーチプレゼンテーションは発表やプレゼンテー
ションスキルの改善と開発についての授業です。いろ
んなプレゼンテーションスタイルとプレゼンテーショ
ンのやり方の違う、例えば説明的なプレゼンテーショ
ンでトピックを徹底的に説明する方法、説得力のある
プレゼンテーションで聴衆にトピックに興味を持たせ
る方法、ポスタープレゼンテーションで言葉を徴収に
わかりやすく伝える方法を学んでいます。そしてアイ
コンタクト、声の大きさ、態度などプレゼンテーショ
ンの重要なポイントについても学んでいます。
現在の世界情勢の研究は、世界中に行っているいろ
んな問題を学んでいます。このクラスでは難民、コロ
ナウイルスとワクチン、コロナウイルスの影響でオリ
ンピックが中止になってからの選手のメンタルヘル
ス、ソーシャルメディアへのテナジャーズ中毒。アメ
リカのような国の10代の若者がティックトックに有名
になるため大学を中退していること、ディープフェイ
クの偽りの嘘を検出する方法、インターネットにある
ニュースが本当のことか偽物かを知る方法、インター
ネットは常に私たちを追跡し現実を示すのではなく、
私たちが興味を持っているものを常に表示する偏った
ニュースの現在の問題について学びました。
異文化間コミュニケーション論は世界にあるいろい
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ろな文化の違いの勉強です。ある文化では礼儀正しい
と思われている習慣が別の文化では失礼と思われる可
能性があります。クラスの初日に見たビデオは日本と
アメリカの文化の違いについてでした。アメリカ人は
自動販売機で飲み物を買うとする時小銭を持っていな
かった。日本人のクラスメイトに小銭がないか聞いて、
日本人の男がお金を渡した時テーブルの上に置いて渡
した。それを見てアメリカ人は自分の手に触れること
が嫌ですからテーブルの上に置いて渡していると思っ
た。そしてそのアメリカ人がお金を手に取り、そこで
数えると日本人は彼のことを信じていないからお金を
数えていると思った。二人はお互いに悪いことを考え
ていますが、実際にはそれはその人の文化であり子供
の時から学んだことでした。そのため身元を知らずに常
に態度から人を判断するべきではないことを学びました。
次は、企業の社会的責任です。この授業では2000年
から189カ国が世界の改善のために採用したMDGSと
2015年からMDGSの未完の作業を続けるために作成さ
れたSDGSのゴールについて学んでいます。主に
SDGSの17のゴールや持続可能な未来を作るために個
人として何をすべきかについてより深く学びます。

国際関係論は国際政治とグローバル化のアイディア
の研究です。リブレリスト、アイディアリスト、マル
クス主義者などの異なる哲学ものは国際政治に対して
違う視点を持つと言うことを学んだり、また、世界対
戦と植民地化後の世界政治の変化とグローバル化を学
んだり、国際関係論はこのような人の考え方と見方に
ついての勉強です。
異文化間教育は先進国だけでなく発展途上国の多く
の人々が直面している教育問題を理解するための授業
です。このクラスの先生は実際にラオスに行って子供
たちに教える経験があります。ラオスの地方の学校は
学年が違う子供たちが同じクラスで勉強すると言う最
悪の状態が続いています。子供たち未舗装の道を長い
道のりを歩いて通学しなければならず中学を卒業する
と学校を辞めてしまいます。就学率は低く、まだ一度
も学校の授業に参加していない子供たちもいます。そ
して教育システムも遅れています。先進国でもホーム
レス、マイノリティー、または移民の子供のように学
校に通う余裕のない子供たちもいますが発展途上国に
比べたら就学率が高く、教育システムがはるかに良い
ことを知りました。

卓話者　エランバム, ガントイビ 様

エスコタウンイルミネーション実行委員会

11月 1 日　クリーンデー

エ
イル ョン

第3回

主催：エスコタウンイルミネーション実行委員会　共催：江坂企業協議会／NPO法人 吹田・江坂ビジョン21　後援：吹田市

アン・ディ・フロイデ
暁ビル(株)
家村商事(株)
(株)池田泉州銀行江坂支店
(株)上杉工業
上田会計事務所
上野司法書士事務所
(株)エー.エイチ.エヌ
江坂平城園
江坂まつおか眼科
SNSコンサルタント 細見隆彦
(株)OAGビジコム
地鶏専門おちば屋
大枝印刷(株)

大阪健康倶楽部 小谷診療所
荻田会計事務所
(株)関西みらい銀行
菊池紙工(株)
(株)クリエイト
(有)クルーズ
クレープショップ サル
グリーンホスピタルサプライ(株)
KGC国際外語センター
(株)ケンセイ
サイカパーキング(株)
サニーストンホテル
サロンドボーテ グランヴィ
(株)サンパック

(株)サンパワー
三和紙器(株)
シフトプラス(株)
(株)シーネット
蜀王府(本格 四川料理)
新大阪江坂東急REIホテル
(株)スペース・リーダー
スマイルコンタクト江坂店
吹田西ロータリークラブ
泰和企画(株)
ダイエー江坂駅前店
(株)ダスキン
第一実業ビスウィル(株)
大丸紙器(株)

炭火焼肉 鶴兆
戸田整形外科リウマチ科クリニック
豊田産業(株)
仲総合給食(株)
日本たばこ産業(株)大阪支店
西田鉄工(株)
(株)ハートランドハーベスト
ハリナチュレ江坂店
ハンズ江坂店
(株)橋本測地設計事務所
阪神美装(株)
CAFE DINING VALORE.（バローレ）
(株)ビケンテクノ
ベニス江坂店

ほっとプラッツ江坂ガスセンター
ホテルクライトン江坂
(株)北摂建産
マクドナルド江坂ハートランド店
Margaux（マルゴー）
洋食ビストロ 丸伍精肉店
(有)丸正商事
ミスタードーナツ江坂東急店
ミスタータイヤマン江坂
(株)ミヤエステート
(株)ミヤ産業
(有)ミルキーウェイ
(株)三井住友銀行江坂支店
(株)モリタ

(株)UKエンジニアリング
淀川ヒューテック(株)
ランドマーク(株)
SHOT BAR LIXIA（リーシャ）
リスタート(株)
(株)リバフォール
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協 賛 企 業　
私たちはイルミネーションを応援しています

　2022.11.9㈬
 ▶2023.1.29㈰
点灯時間
 PM5:00~PM11:00

エ
イル ョン

江坂
スコタウン
ミネーシ


