
2020-2021年度 

日時：2020 年 9 月 26 日 (土) 14：00～16：00 
会場：大阪 YMCA 国際文化センター 2 階ホール

司会：地区米山奨学委員会 副委員長 松下 和彦 

開会 

資料確認・出席者紹介............ 司会：地区米山奨学委員会 副委員長 松下 和彦 

開会挨拶                                  ガバナー 簡 仁一 

挨拶                        （公財）ロータリー米山記念奨学会 理事 山本 博史  

委員長・カウンセラー研修                地区米山奨学委員会 委員長 清水 久博 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 休憩（10分）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

講演「学友として」           よねやま親善大使 カレン・ジュリア・ウォーターズ 

米山奨学生学友会 座談会 

講評                      （公財）ロータリー米山記念奨学会 評議員 松本 進也 

閉会 

【配布資料】 

① 出席者名簿 

② 2019-20年度寄付実績一覧 

③ 研修資料(PPTデータ) 

④ よねやま親善大使 カレン・ジュリア・ウォーターズさん プロフィール 

⑤ ハイライトよねやま 

【別冊】 米山豆辞典（2020-21 年度版） 

米山学友の群像～学友会特集号 

 米山学友会（関西）会報（Vol.36） 

Rotary International District 2660
Service Above Self - One Profits Most Who Serves Best



日時：2020年9月26日（土）

場所：大阪YMCA国際文化センター 2階ホール

役職 氏名　 クラブ 役職 氏名　 クラブ

ガバナー 簡　仁一 茨木 地区米山奨学委員長 清水 久博 大阪南

地区研修委員会　委員長/
パストガバナー

岡部 泰鑑 大阪城南 地区米山奨学副委員長 末松 大幸 大阪淀川

米山記念奨学会　評議員
顧問団/パストガバナー

松本 進也 大阪北 地区米山奨学副委員長 清水 清一 大阪船場

地区危機管理委員会　委員長
顧問団/パストガバナー

片山　勉 大阪東 地区米山奨学副委員長 (松下 和彦) 八尾中央

米山記念奨学会　理事
顧問団/パストガバナー

山本 博史 大阪南 地区米山奨学委員 坂田 妙子 池田くれは

顧問団/直前ガバナー 四宮 孝郎 大阪西南 地区米山奨学委員 金山 信利 大阪城南

ガバナーノミニー ●宮里 唯子 茨木西 地区米山奨学委員 (宮本 里恵) 大阪アーバン

I.M.第１組ガバナー補佐 ●辻川 功一 大阪中央 地区米山奨学委員 ●田中 裕子 大阪フレンド

I.M.第2組ガバナー補佐 西川 正一 大阪淀川 地区米山奨学委員 (魚谷 健司) 大阪西南

I.M.第3組ガバナー補佐 藤田 正明 門真 地区米山奨学委員 山口 雅弘 大阪淀川

I.M.第4組ガバナー補佐 吉﨑 広江 東大阪東 地区米山奨学委員 喜多 孝仁 豊中南

I.M.第5組ガバナー補佐 柿本  円 大阪リバーサイド 地区米山奨学委員 福田 敬子 大阪中央

I.M.第6組ガバナー補佐 大蔭 政勝 大阪大手前 地区米山奨学委員 辻本 啓之 大阪城北

I.M.第1組ガバナー補佐エレクト 延原 健二 大阪大淀

I.M.第2組ガバナー補佐エレクト ●茶橋 和夫 摂津 米山奨学生学友会(関西)  会長 閔　スラ

I.M.第3組ガバナー補佐エレクト (森本 匡昭) 大阪城北 米山奨学生学友会(関西)　副会長 頼　育萱

I.M.第4組ガバナー補佐エレクト ●大谷 隆英 大阪柏原 米山奨学生学友会(関西)　役員 鄭  詩穎

I.M.第6組ガバナー補佐エレクト ●吉村　昭  大阪平野

地区研修委員 ●田中 研一 大阪東南

地区代表幹事 吉田 政雄 茨木

次年度地区代表幹事 早嶋　茂 大阪

地区副代表幹事 (土方 慶之) 茨木

地区幹事 木村 芳樹 大阪南

地区幹事 岩上 高幸 茨木西

地区幹事 加藤 眞一 茨木

地区幹事 （松尾 康弘） 茨木東

地区幹事 平松 克一 茨木東

地区幹事 吉田 栄一 茨木

配信担当 西條 壽一 茨木

2020-2021年度 米山奨学生クラブ委員長・カウンセラー研修会 ①

（敬称略）

● はオンライン参加　　（　　　　　　）はクラブ担当兼任

地区42名(内ｵﾝﾗｲﾝ7名)・クラブ84名(内ｵﾝﾗｲﾝ43名)・学友3名

　　　　　　合計123名
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IM クラブ名 出席者 オンライン IM クラブ名 出席者 オンライン

池田 南　みどり ● 茨木 土方　慶之

池田くれは 石田　貴子 茨木東 松尾 康弘

箕面 木村　知也 ● 茨木西 櫻井　京子 ●

箕面千里中央 欠席 大阪東淀ちゃやまち 磯田　郁子

大阪水都 藤間　好太郎 大阪東淀ちゃやまち 望月　亮 ●

大阪中央 吉田　悦治 大阪淀川 西﨑　克由

大阪北梅田 西上　正通 ● 千里 古城　紀雄

大阪北 松本  正 千里 西田　泰晤 ●

大阪大淀 加藤　正雄 千里メイプル 木下　健治 ●

大阪そねざき 山野　拓也 摂津 中井　哲男 ●

大阪梅田 森　　治 ● 新大阪 奥田　和子 ●

大阪梅田東 欠席 吹田 上本　博 ●

豊中 矢野　昭 吹田江坂 田中　茂晴

豊中千里 西田　尚道 吹田西 髙木　久美子

豊中千里 立花　佳枝 ● 高槻 篠原　光子

豊中南 二井　清治 高槻東 松浦　寛法 ●

豊中南 和田　浩一 ● 高槻東 井阪　俊彦 ●

大東 中　恒夫 ● 高槻西 欠席

大東中央 糸川　千惠子 ● 東大阪 渋川　了

枚方 鹿浦　佳子 東大阪東 北川　忠嗣

門真 西川　亮彦 ● 東大阪西 柳山　稔 ●

交野 木本　辰也 ● 東大阪中央 岩橋　竜介 ●

香里園 浅井　勝彌 東大阪みどり 村上　靖平

くずは 多田　利生 大阪柏原 松村　加奈理 ●

守口 石谷　隆子 大阪御堂筋本町 山本　茂 ●

守口 松本 かおり ● 大阪難波 福田　忠 ●

守口イブニング 欠席 大阪ネクスト 近藤　菜穂子 ●

寝屋川 欠席 大阪南 寳來　扶佐子

大阪東 藤田 国広 八尾 藤田　隆司

大阪東 横井　理 ● 八尾中央 松下　和彦

大阪東 柳川　重昌 ● 八尾東 陣田　匡人 ●

大阪城東 中山　浩志 大阪 芝井　敬司

大阪城北 森本　匡昭 大阪イブニング 木下　惠美子 ●

大阪鶴見 欠席 大阪平野 吉川　孝治

大阪堂島 城ケ辻　保 大阪城南 中谷　佳正 ●

大阪堂島 中嶋　千晶 ● 大阪中之島 藤本　淳司

大阪フレンド 日置　祥一朗 ● 大阪大手前 北村　光司 ●

大阪みおつくし 中島　武 ● 大阪咲洲 小林　克俊 ●

大阪西北 小山　登 大阪東南 下宮　義弘

大阪リバーサイド 中山　正隆 大阪天満橋 中島　清治 ●

大阪船場 北野　克己 大阪天王寺 山本　隆之 ●

大阪心斎橋 早川　謙一 ● 大阪天王寺 桐山　和謙 ●

大阪西南 魚谷　健司 大阪帝塚山 富家　丈雄

大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 吉田　正信 ●

大阪アーバン 宮本　里恵

大阪うつぼ 市村　孔 ●

大阪西 尾久士　治 ●

2020-2021年度 米山奨学生クラブ委員長・カウンセラー研修会  出席者一覧 ②

日時：2020年9月26日（土）

場所：大阪YMCA国際文化センター 2階ホール

（敬称略）
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よねやま親善大使 

カレン・ジュリア・ウォーターズ  
KAREN JULIA WATERS 

 経歴 
オーストラリア国籍。 
小学 2年生から中学 3 年生まで福井県で過ごす。  
帰国後ゴールドコースト St.Michaels College 卒業。  
再び単身来日留学し、 立命館大学卒業。 
帰国後、オーストラリア大手不動産会社国際部にて通訳翻訳業に従事。  
1998 年、三たび来日、英語講師および通訳翻訳業を務める傍ら、 
国際交流事業や 間のボランティア事業に積極的に参加活動。
2000 年 OFFICE KAREN 起業。  
2013 年 GLOBAL WATERS 起業。 （2017 年株式会社設立） 
日本の子どもに国際性を養う場を作る目的で国際理解学習兼英会話教室を 
開校。語学だけでなく、アフリカの里子支援、海外の子どもたちとの文通や 
異文化体験を通じ、世界に興味を持ち他国や他者を大切にする心を育む。 
2015 年 BRIDEMINDED JAPAN日本代表 就任。 
教育分野以外にもオーストラリアと日本両国間の貿易産業や文化交流、知識の
共有や相互理解のために奔走、現在に至る。  
 翻訳家、通訳家、大学講師。 
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