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１２-１月の行事予定 

◆クラブ内行事     

 １２月 ９日（木） 通常例会 理事役員会 
 １２月１５日（水） 次年度役員会 18：30～ 桃園亭 
 １２月１６日（木）  例会日時変更→18日（土）開催 
 １２月１８日（土） クリスマス家族例会 ｻﾞ･ｻｳｻﾞﾝﾄﾞｷｮｳﾄ 
 １２月２３日（木）  クラブ・デー 第２回クラブ協議会 
 １２月３０日（木） 休会 
  １月 ６日（木） 通常例会 現次年度合同理事役員会 
  １月２７日（木） ガバナー公式訪問 ザ・サウザンドキョウト 
  京都西南RCと合同例会 
 
 

「モニュメントバレー」 

京都市ふしみ学園 アトエやっほぅ！！ 

国保 幸宏さん 

 
◆地区行事     

 １月２９日（土） 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 
 立命館大学朱雀キャンパス 13：30～16：00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ２０２1年１２月９日（木）  第１４７４回例会  Vol.３２－１４ 

１．本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

２．１２月２日（木）に行いました年次総会において

 信任投票により、次の方が次年度役員として満場一致

 で承認されました。 

 会長  井上正佳 会長ｴﾚｸﾄ 王  杲 

 副会長  太田勝彦 直前会長  山本拓生 

 幹事  髙橋英明 会計 田中 守 

 ＳＡＡ  中野孝治 
 出席者： 林、菱田、出射、稲掛、児嶋、万殿、 
   森、中川、中野、太田、三田、瀬田、 
   末永、髙橋、田中、谷口、德田、内田、 
   内山、上山、王、山本、吉田 

３．１２月１５日（水）桃園亭において、次年度役員

 会が開催されます。 

４．１２月１６日（木）の例会を日時変更して１８日 

 （土）１８時から「クリスマス家族例会」を開催

 します。多数のご参加をお願いいたします。 

例会プログラム 

開会点鐘    12：30                              

ロータリーソング 「 我等の生業 」 

今日の歌 「 冬の夜 」 

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 

寄付金報告 

スピーチ    13：00 

 「民謡で、日本を元気にしよう」 

  民謡歌手  大野実佐子様 

  津軽三味線  奥   桂保様 

  尺八       吉田会員 

閉会点鐘    13：30   

大野実佐子様 
1971年   京都市生まれ 
    日本郷土民謡協会全国大会総合優勝 
    第１２回日本民謡大賞京都府代表として出場し 
    西日本優秀賞を獲得。 
平成2年  立命館大学入学と同時に「キャンパスの民謡 
    かぐら姫」というキャッチフレーズでソニー 
   ミュージックよりデビュー。 
平成10年 京都市芸術新人賞を受賞 
近年ではNHK（TV）「民謡魂」、NHKラジオ「民謡をたずね 
て」に出演するなど、幅広く活動中。 
 

奥  美保様 

平成6年  京都民謡暉謡会に入会 

    民謡と三味線を始める 

平成19年 津軽三味線 近藤流 近藤桂子先生に師事 

平成29年 名取 近藤桂保となる 

現在、高槻と宇治で津軽三味線教室を開く 

 

 

 
 

Ｒ財団グローバル奨学生１０月留学報告書  
  

イギリスでの新型コロナウイルスワクチン接種、日本
で新型コロナウイルスのワクチン接種を受けることが
できなかったため、イギリスで渡航後にワクチンを接
種しました。イギリスではワクチン接種が進んでいる
ため既に大学での接種は終了していました。そのため 
NHS が行っているワクチンの drop-in centre に向かい
ました。こちらは予約なしでワクチン接種を受けられ
る場所であり、予約なしで立ち寄れる会場が毎日用意
されていました。私が立ち寄った日はシェフィールド
市内の駐車場に会場が用意されており、GP（イギリス
のかかりつけ医）の登録や特別な書類を持参せずとも
ワクチンが受けられる仕組みになっていました。私は
大学の UHS（University Health Service）に NHS の
登録をしており、事前に聞いておいた NHS ナンバー
と国際予防接種証明書を持参して会場に向かいまし
た。イギリスではワクチン未接種者は入国後に感染へ
の不安を感じながらも様々な手続きを進めなければい
けない中で、いち早くワクチンを多くの人が打てるよ
うに工夫されています。 
イギリスの居住者は GP への登録が義務づけられてい
ますが、様々な背景を持った人々が平等にいち早くワ
クチン接種を受けられる仕組みができている様子を見
て、イギリスでワクチン接種が進んだ理由が分かった
気がしました。単にワクチン接種を希望している人と
しても、公衆衛生を専攻する学生としても、ポジティ
ブな印象を受けた経験でした。今回は 1 回目の接種で
したが、イギリスでのルールに従い、8～12 週間後に 
2 回目のワクチンを接種する予定です。  

（左：ワクチン接種後にいただいた書類。日本から持参し
た WHO の国際予防接種証明書（イエローカード）に新
型コロナウイルスのワクチン接種証明もお願いして書いて
いただきました。接種後にはワクチン接種を証明するシー
ルもいただきました。）  
（右：ワクチン接種会場の近くの案内。会場ではなく近く
のクリニックの建物への案内でした。）  

シェフィールド大学の寮生活、シェフィールド大学の学生
の住処は大学の近くや少し離れたところに多くあります。
シェフィールド大学の寮は数か所の建物だけではなく、中
には様々なアパートメントが集まって一つの村のように
なっているところがあります。進学前に住居の抽選があ
り、私は Edge Village という村のようなところにある建
物の一つに割り当てられました。Edge Village は緑が多く
広い公園のようなところです。外に出ると野生のリスが沢
山います。早朝などには野生のウサギ、稀に猫に遭うこと
もあります。日本で見る動物や植物と大きな違いはないよ
うに見えますが、よく見ると少し違う部分が見つけられま
す。毎日通学の際にそのような風景を見るのが癒しです。  



１２月２日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 ２３名（３名）  ８８．４６％ 
ご来客  １名 
１１/１８ＭＵ後の出席率  １００％ 

１２月１８日（土） 
   

「クリスマス家族例会」 １８：００～   
 於：ザ・サウザンドキョウト 

【 】 小計 1,000円 今年度累計  39,000円 
目標額 400,000円 達成率 10％ 

【 】 小計   0円  今年度累計  24,000円 
目標額 60,000円 達成率 40％ 1人当たり2,000円以上   

【 】小計 21,000円 今年度累計 239,500円 

目標額 599,400円 達成率 40％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 51,000円 今年度累計  438,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 34％ 

BOXへ 田中  守、三田 昌資、稲掛 英男 

王   杲、中川 俊夫 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 302,500円 
目標額 720,000円 達成率 42％ 1人当たり24,000円以上 

森  正廣 ・１２月は疫病予防と治療月間です。 

内山 正元 ・オミクロン株、拡がりませんように。 

BOXへ 万殿 慎二、太田 勝彦、中野 孝治 

王   杲、稲掛 英男、吉田  修 

三田 昌資、田中  守、德田 正彦 

１２月は疫病予防と治療月間 

 

安田  勝 

・久し振りによせて頂きました。 

 暖かい雰囲気すばらしい。 

万殿 慎二 ・安田先生、お久しぶりです。 

瀬田 保二 ・安田先生お久しぶりです。 

 

山本 拓生 

・日曜日はラグビー早明戦です。 

 ＮＨＫで中継します。 

菱田 匡樹 ・年次総会宜しくお願いします。 

BOXへ 吉田   修 

森  正廣 ・東寺の紅葉終盤、夕映えの五重の塔！ 

 

出射 靖生 

・オミクロン株のブレークスルー感染 

 に御用心。 

谷口 泰義 ・今日は、久し振りの飲み会ですね。 

 

末永  寛 

・上原さん、先日はありがとうござい 

 ました。 

吉田  修 ・オミクロン、さてどうなるのでしょう 

出射 靖生 ・もみじんもちり始めました。 

林  良訓 ・久しぶりの忘年会ですね。 

 

吉田  修 

・来週の例会は、民謡歌手が来て歌い

 ます。お楽しみに。 

 

髙橋 英明 

・東本願寺 キコク亭、ライトアップ 

 しています。 

 

中野 孝治 

・京都サンガＦＣのJ１昇格が決まり

 ました。ありがとうございます。 

太田 勝彦 ・頑張ります。 

德田 正彦 ・先週欠席お詫び。 

BOXへ 万殿 慎二、稲掛 英男、髙橋 英明 

林  良訓、三田 昌資、中川 俊夫 

田中  守、児嶋 雄二 

１２月２日（木） 
 
 「年次総会」 

 

「忘年会」の報告 
 

日時  １２月２日（木） １８：００～ 

場所  本家たん熊  

参加者 藤井、林、菱田、出射、稲掛、井上 

 児嶋、万殿、森、中野、太田、三田 

 瀬田、髙橋、谷口、德田、内田、王 

 山本の各会員と事務局 
 

 久しぶりに京都桂川RCの集まりで盛り上がり

ました。 

平日のど真ん中にこれだけの人数が集まれた 

のも太田会員の半ば強制的なお誘いの賜物です。 

仕事があり、残念ながら私はお酒を飲めません 

でしたが、皆さんいい感じに出来上がられて大い

に盛り上がりました。 

忘年会は、20時半ごろに閉会しました。因みに数人は

夜の祇園に消えていき、その後の消息は不明です。 

 また、コロナも落ち着いてきたので今後もこう

いった集まりを是非開いていただければと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                報告：菱田匡樹 



12/15 
京都 

 -新会員スピーチ-               ▲ 
「お金のかからない防犯対策 」  三浦  学様
「 大学生の劇的な変化 」    百合野正博様 

（水） 京都西北 「忘年家族会」→16日（木）             × 

 京都北東 「年末クリスマス夜間例会」→12/18(土)      × 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                   × 

 
京都朱雀 

「生き抜く力を育む教育プログラム～岡山県 
西粟倉村での挑戦～」                     × 

㈱ほんまもん 代表取締役 奥出 一順様 

12/16 京都南  12：15 「夜間例会・年末会員家族懇親会」     × 

（木） 京都北 ～年忘れ家族会の為、例会時間変更～  × 

 京都洛北 例会時間変更（年忘れ家族会）          × 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」             × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「年末家族同伴例会」開催の為、例会日時 
変更                         × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

～年忘れ家族親睦会～→１８日（土）    × 

 京都さくら 
18：30 

「年末家族例会」                 × 

 京都乙訓 「クラブ協議会」～上半期活動報告・下半期 
 活動計画～       各委員会 委員長 × 

2021-2022年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 山本 拓生 

副会長 （役員） 王   杲 

会長エレクト （役員） 井上 正佳 

直前会長 （役員） 万殿 慎二 

幹事 （役員） 菱田 匤樹 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 三田 昌資 

親睦 （理事） 太田 勝彦 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  内山 正元 

ニコニコ  藤井文治郎 

ソング  吉田  修 

出席  中川 俊夫 

炉辺・川クラブ 上原 従正 

職業奉仕 （理事） 髙橋 英明

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 森  正廣 

青少年奉仕 （理事） 中野 孝治 

国際奉仕 （理事） 林  良訓 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 児嶋 雄二 

広報 （理事） 出射 靖生 

会員増強   王   杲 

戦略計画   井上 正佳 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  万殿 慎二 

副幹事   吉田  修 

   織田 鉄也 

       （書記兼）中野 孝治 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   谷口 泰義  

   中野 孝治  

 

 
例 会 木曜日  12：30-13：30    

 ザ・サウザンド キョウト  

創 立 1989年(平成元年)７月２７日  

ｸﾗﾌﾞｶﾗｰ  ライトブルー 

姉妹ｸﾗﾌﾞ  台湾三重中央ＲＣ 

 札幌真駒内ＲＣ 

提唱ＩＡＣ 京都府立洛西高等学校ＩＡＣ 

事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

        京都センチュリーホテル内 

 TEL(075)344-5000  

 FAX(075)344-1340 

 E-mail katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

 http://katsuragawarc.com/ 

京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都イブニングＲＣ次週スピーチ 

〇…ビジター受付を行っているクラブ 
▲…ビジター受付はあるが、例会には参加できないクラブ 
×…ビジター受付を行っていないクラブ  

12/10 
京都東 

「短歌の中では、密になれる。-鈴木晴香歌集
『心がめあて』を紐解きながら-        × 

歌人 鈴木 晴香様 

（金） 京都伏見  「年末家族会」→12日（日）           × 

 京都洛西 「新型コロナウイルスとの戦い」        × 
会員 健康相談委員長 堀  良之様 

 
京都紫竹 

「野菜ソムリエ！京野菜生産拡大京ブランドス
タート」京都府農協中央会理事 野菜ソムリエ  
 コミュニティ京都 名誉顧問 藤田  正様 × 

12/13 
京都西 

「国際線のおもてなし」 平安女学院大学客員 
教授  元エールフランス客室乗務員 

                  田澤由紀子様 × 

（月） 京都紫野 「来年の干支について」   山口 琢也会員 × 

 京都中 「私と京いちにち」NHK京都放送局「ニュース６
３０ 京いちにち」キャスター  荒山 沙織 様 × 

 京都平安 18：30 次回例会は12月20日（月）の開催予定となりま
す。 

12/14 京都東山 「京都子ども宅食プロジェクトについて」   × 
京都子ども宅食プロジェクト 代表 畑山 博様 

（火） 京都西南 第２回クラブアッセンブリー              × 
上半期締め括り・下半期計画 

 京都洛中 -新入会員スピーチ-              ▲ 
下村 和也様、守上 佳樹様 

 京都洛南 「エスカレーターマナーアップ推進」        × 
蘇生会総合病院 事務長  麻田 博之様 


