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W E E K L Y  
B U L L E T I N 

「今、ポジティブに」 

RI会長 ロン Ｄ.バートン氏 

-Engage Rotary Change Lives- 
2013～14RIﾃｰﾏ 

-from Your Good to Our Good- 

ガバナー 坂本 克也氏 

 

2013～14ＲＩＤ2650ﾃｰﾏ 

「あなたの善から、みんなの善へ」 

「天満橋の川と桜」 

撮影 山本 拓生会員 



 第１１７０回例会 ２０１４年４月２４日（木） Vol.２４－４０ 

プログラム 

１．５月１日（木）の例会は休会です。 

２．５月８日（木）例会終了後、現次年度理事役

 員会が開催されます。 

３．５月８日より札幌真駒内ＲＣ創立４０周年記

 念行事が行われ、当クラブより会員・ご家族が

 多数参加します。 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「朧月夜」 

  友愛の握手 

   ご来客のご紹介 

    会長挨拶 

    食事歓談 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ     13：00 

 「発想のタネをまこう」 

  コピーライター、プランナー 前田 めぐる様 

閉会点鐘  13：30 

◇市内２４ＲＣロースターのご案内 

 2014-15年度ロースターについて名簿・写真

 の変更訂正ございましたら５月８日（木）まで

 に事務局までお願いします。 

 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

４月３０日（水）京都西北ＲＣ 

５月 １日（木）京都洛東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

４月２５日（金）京都乙訓ＲＣ 

４月２８日（月）京都平安ＲＣ 

４月３０日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

５月 １日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 

５月 ２日（金）京都東ＲＣ、京都伏見ＲＣ 

   京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

今日の歌   「朧月夜」 
 

                                     高野辰之作詞・岡野貞一作曲 

菜の花畠
ばたけ

に 入り日薄れ 

見わたす山の端
は

 霞
かすみ

ふかし 

春風そよふく 空を見れば 

夕月
ゆうづき

かかりて におい淡し 

  走れ！健診トレラー 
  

 K. ゴビンダラジ医師と、K. N.スリニバサン医師は、インド

のスリランガム・ロータリークラブの会員です。二人は、地元

地域のある町で、乳がんによる女性の死亡率が異常に高い

ことを発見しました。乳がんは、二人にとって特別な意味を

持っていました。10年前に母親を乳がんで失くしたゴビンダ

ラジさんは、母親をしのんで乳がん研究支援のための「シャ

ンタ財団」を設立。一方、スリニバサンさんの診療所には、こ

れまでになく多くの若い進行乳がん患者が、診療所を訪れ

ていたからです 。            

 インドでは、女性の0.02～0.04パーセントが乳がんを患っ

ていると言われていますが、都会の病院まで出向き5,000円

相当の検診料を払って検診を受けることができない女性が

多いのが実情です。そこで、二人は、ほかにがん検診を行

う方法がないかと考えていました。そのころゴビンダラジさん

が、たまたま訪れた韓国で、ショッピングセンターの駐車場

でレントゲン機器を搭載したバスを見かけ、そのような移動

検診所があればインドの女性たちを救えると考えました。 

 そこで二人はロータリーのグローバル補助金を申請、  

その資金で検診機器を購入し、トレーラーに搭載しました。

2012年4月以来、その検診トレーラーは、シャンタ財団と、

米国メリーランド州のロックビル・ロータリークラブが協力して

運営。す でに6件の乳がんが早期発見されたほか 、何千

人もの女性 が自己検査の方法を学びました。さらには、地

域の女性たちが乳がん以外の健康問題についても気軽に

相談できるようになりました。検診トレーラーに搭載した機

器・備品は、乳がん検診用X線装置、超音波検査器、乳が

ん自己検査の研修資料など、総額34,000米ドル。トレー

ラーは、シャンタ財団が維持しながら、特に都会から遠い地

域にあるNGO、女性のグループ、企業などに適切な訪問先

を手配してもらい、検診と診断を行っています。訪問スケ

ジュールを組む際には、スリランガム・ロータリークラブが支

援し、訪問先の地元メディアを通じて事前に広報するだけ

でなく、検診当日は、ロータリアンが検診トレーラーに乗り込

み、エイズに対する認識や健康管理について、訪問先の女

性たちに説明しています  。   

 患者が検診を受け、その結果がんの疑いがある場合は、

シャンタ財団が運営する病院または患者の地元の放射線

科医の医院で生体検査を受けられ、悪性であることが分か

れば、地元の病院またシャンタ財団関連病院で治療を受け

ることができます（費用はすべてインド政府が運営する健康

保険で支払われます）。財団はその後の患者の診療と家族

全体のカウンセリングも提供します。     

 このプロジェクトに協力し  、米国のロータリークラブや医

師会から寄付を集めた米国在住のロータリアン、チェングタ

イ・ディーナン医師は、「検診トレーラーのおかげで、生まれ

て初めて医者にかかることができた女性もたくさんいます。

地元で検診を受け、その結果命が救われる。素晴らしいプ

ロジェクトだと思います」と語ります。   

 さらにこのプロジェクトからは、これまで得られなかった貴

重な診療データが収集されており、今後インドやそのほか

の国の大学での研究に活用される予定です。 



ロータリー雑誌月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

前田 めぐる様 
 

同志社大学卒業後、企画制作会社に勤務。 

コピーライター、プランナーとして女性の視点を生か

した販売促進や、自治体の商品開発などを手がける。 

１９８９年より独立。フリーランスのプランナーとし

て、企業やお店の販売促進支援、ＨＰ制作、情報発信

アドバイスなどを行う。 

著書に『ソーシャルメディアで伝わる文章術」（秀和

システム）。ソーシャルメディアの炎上や、不適切な

投稿が昨年日本では話題になったが、一方的な禁止だ

けではむずかしいと、好感をもたれる文章術につい

て、綴っている。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月１７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２２名（４名）７８．５％ 

４月３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．４％ 

ご来客 ０名  

次回例会 ５月８日（木） 

「未定」 

      桑田 梨沙様 

BOXへ 末永  寛、稲掛 英男、千田  適 

山本 拓生 ・念願のヒラマサ釣りました！！ 

 

森  正廣 

・房総半島、鹿野山神野寺ハイキング 

 サクラとつつじの競演。 

 

吉田  修 

・散りてこそ いとど桜は 

 めでたけれ デスネ。 

 【ニコニコ箱】 小計 11,000円 今年度累計 1,207,000円 

 

内山 正元 

・地区大会報告の件、よろしくお願い

 します。 

出射 靖生 ・芝桜満開。 

一口 茂樹 ・暖かくなりましたね。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 6,000円 今年度累計 479,000円 

内山 正元 ・阪神タイガースが、強いですね。 

谷口 泰義 ・地区研修会で勉強してきます。 

 

吉田  修 

・韓国、珍島島の海難事故の奇跡を 

 祈って。 

 【米山奨学会箱】小計 8,000円 今年度累計 518,000円 

 

安田  勝 

・韓国 客船事故での高校生の無事 

 を祈って 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男 

上原 従正 ・米山奨学生に寄せて 

出射 靖生 ・上山先生 御世話になります。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 4,000円 今年度累計 183,000円 

BOXへ 一口 茂樹、吉田  修、鎌野 孝和 

 

森  正廣 

・東京駅でリュックを見失いましたが 

 無事忘れ物係に届いていました。 

 ５・６月の行事予定  

◆地区内行事 
 ５月１５日（木） 第３回京都市内２４ＲＣ連絡協議会 
 会長・幹事会（現次年度合同） 
 17：30受付 18：00～ 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 
 ５月１６～１８日 2013-14年度 ＲＹＬＡ 
 奈良ロイヤルホテル 
 ６月２０日（金） 京都市内RC連絡協議会 現次年度合同幹事会 
 18：00受付 18：30～ 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 

◆クラブ内行事  

 ５月１日（木） 休会 

 ５月 ７～１１日 札幌真駒内RC創立40周年記念行事 

 ５月２５日（日） 春の家族会 ﾏﾘｰﾅ雄琴 

 ６月１２～１５日 三重中央RCとの合同例会 

  クラブ・デー 

 第５回クラブ協議会 

    （地区大会報告） 

BOXへ 千田  適 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円 今年度累計 36,000円 

出射 靖生 ・ポリオが又、多発してますね。 

内山会長 

万殿会員 一口会員 

末永会員 松尾会員 

 王会員 德田会員 



2013～2014年度  役員・理事・委員会構成 

児嶋 雄二 出席委員長 

内山 正元 

稲掛 英男 

末永   寛 

吉田   修 

出射 靖生 

万殿 慎二 

森   正廣 

吉田   修 

髙橋 英明 

一口 茂樹 

藤井 敏二 

千田  適 

副会長（会員増強委員長兼任） (役員) 

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

S.A.A. 

会 計 

幹 事 

ソング委員長 

クラブ管理･運営委員長 

親睦委員長 
プログラム委員長 

ニコニコ委員長 

直前会長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 

(役員) 

会長ｴﾚｸﾄ（ｸﾗﾌﾞ副研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

上原 従正 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

中川 俊夫 (理事) 

林   良訓 

松尾 義平 

上山 泰弘 

職業奉仕委員長 

新世代委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 (理事) 

(理事) 

(理事) 

田中   守 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長 

山本 拓生 広 報 委 員 長 (理事) 

(理事) 

鎌野 孝和 

山本 拓生 

山本 拓生 

田中   守 

万殿 慎二 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

内山 正元 戦 略 計 画 委 員 長 

「未定」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

18：00～ 

18：30～ 

京都西山 

京都さくら 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ  8：00～ 

５月１日 

（木） 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

休会 

 

「素直と青春－松下幸之助が求め続けた心－」 

～地区大会後クラブ・アッセンブリー～ ～次年度合同会議～ 

「感謝」 

「特別休会」 

新入会員スピーチ「弁護士業に従事して（自己紹介を兼ねて）」 

特定非営利活動法人 ユニバーサル・ケア 

市民後見センターきょうと 代表者 理事 内藤健三郎様 「成年後見 新時代」 

「未定」 

「リニア中央新幹線の京都誘致」 

「台湾三重北區ＲＣ記念例会出席の報告」 

＊ビジター受付はありません 

会員 加福 雅和様 

 

作家 綾小路 祐様 

＊ビジター受付はありません。 

松下社会科学振興財団評議員 

PHP研究所客員 谷口 全平様  

休会 

休会 

「作家の秘密」 

休会 

祝日休会 

「京都国立博物館の過去・現在・未来」 京都国立博物館 館長 佐々木丞平様 

京都市長 門川 大作様 

休会 

「京の酒の歴史と楽しみ方」 佐々木酒造㈱ 代表取締役 佐々木 晃様 

祝日休会 

「未定」 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

記念例会出席会員様 

 

＊ビジター受付はありません。 

奈良女子大学大学院：保健管理ｾﾝﾀｰ教授 

京都大学病院 禁煙外来担当医 高橋 裕子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

大邊  徹様 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ブライトンＨ】 

【京都ｴﾐﾅｰｽ】 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

４月２５日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 18：30～ 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

４月２８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月２９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月３０日 

（水） 

祝日休会 

 

 

休会 

「未定」 

祝日休会 

 

 

＊ビジター受付はありません 


