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１２-１月の行事予定 

◆クラブ内行事     

 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１３日（木） 新年会 嵐山熊彦 12：０0～13：30 
  １月２０日（木） クラブ・デー 第６回クラブ討論会 
  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 アトリエやっほぅ！！ 

国保 幸宏さん 

 
◆地区行事     

 １月２２日（土） 第２回青少年奉仕担当者会議 
 Zoomによるオンライン会議 13：00～15：40 

（中野会員） 
 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 

（井上会員） 
 ２月２０日（日） 地区職業奉仕「講演会」 13：30～16：00  
 京都府立京都学・歴彩館大ホール・小ホール 
 来場での参加kとオンライン参加  
 
 
 
 
 



 ２０２1年１２月２３日（木）  第１４７６回例会  Vol.３２－１６ 

１．１２月１７日、内田勝彦会員ご令室 由美子様が

 ご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。 

２．１２月３０日（木）の例会は休会となります。 

 新年は１月６日（木）より例会を行います。 

３．１２月２５日（土）～１月４日（火）まで、 

 事務局は休局となります。 

４．１月６日（木）例会終了後、現次年度理事役員会

 を開催します。 

５．１月１３日（木）の例会は例会場を変更して「嵐山

 熊彦」において、１２時から新年会を開催いた

 します。多数のご参加お願い致します。 

開会点鐘    12：30                              

ロータリーソング 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ 」 

今日の歌 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌 」  

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 

 クラブ・デー 

「第２回クラブ協議会」（上半期の締め括り） 
 

          会長 山本 拓生会員 

 

閉会点鐘    13：30   

 

 会員誕生日お祝い １２月おめでとうございます 

 １５日 山本拓生会員 １５日 吉田 修会員 

 ２５日 福田義久会員  
 

 夫人誕生日お祝い 

  ４日 出射靖生会員夫人 喜代子様 

 ２８日 吉田 修会員夫人 末子様 

 ３０日 王  杲会員夫人 程 静様 
 

 結婚記念日お祝い 

  ２日 瀬田保二会員  ６日 林 良訓会員 

  ６日 中川俊夫会員  
 

 創業記念日お祝い 

  １日 山本拓生会員 山本拓生司法書士事務所 

 １２日 鎌野孝和会員 かまの外科医院 

 ２０日 井上正佳会員 ㈱イマジン 

 

 Ｒ財団グローバル奨学生１１月留学報告書 
   

11 月の慌ただしい留学生活  
 9 月から 10 月にかけての大学院の授業に慣れることに
気を配っていた時期と比べ、11 月に入って試験や提出
物など一気に日常生活が忙しくなってきました。 
クラスメイトやフラットメイトとの距離が縮まる一方、 
毎日の授業に向けてのタスクに追われ、どちらも嬉し
いことですがジレンマを感じる日々
です。また日本よりも寒さや乾燥が
厳しくなってきています。このよう
に、今月は大学院生活の最初の山場
が来たような印象でした。（写真：

11 月末には初雪が降りました。写真は
大学寮から朝方に撮った写真です。）  
  

ScHARRの授業紹介：Dissertation  
  水曜日の朝は Dissertation の授業
から始まります。Dissertation は学期の途中から始ま
る、修士論文に取り組むために必要な知識を得る短い
チュートリアルのような授業です。ScHARR の大学院
の修士論文テーマの選び方は二つあり、一つは既存の
大学院の研究プロジェクトからの選択、もう一つは自
分自身で修士論文のテーマを決める方法です。11 月の
中旬には既存のテーマからの希望を出し、また自分自
身でも別に修士論文のテーマを考えます。私は既存の
プロジェクトからテーマを選択することを希望してい
ますが、ただ提示されたものを選択するだけでなく、
研究の背景や目的を考察することに有用な授業です。  
  

ScHARRの授業紹介：Epidemiology  
 Dissertation の授業が終わった直後に Epidemiology 

の授業があります。Epidemiology は「疫学」という意
味で、授業では公衆衛生の基本的な研究手法を学びま
す。公衆衛生の考え方の軸は病気とその原因の因果関
係の解明にありますが、未解明の部分の程度によって
研究手法も変わってきます。病気の発生率や罹患率の
考え方、また既存のデータや新規データの収集の目的
など、公衆衛生の基礎となる疫学の考え方を英語で学
ぶことは、日本だけでなく世界中で特定の分野の研究
がどの程度進められているかを知る姿勢を身に着ける
ことにも繋がっています。11 月中旬には Epidemiolo-

gy の最終成績に関わる簡単なテストを終えました。  
  

ScHARRの授業紹介：Health Needs Assessment, Plan-
ning and Evaluation  
 Health Needs Assessment, Planning and Evaluation 
の授業は水曜の午後にある授業です。この授業では講義
の他にグループワークが多くあり、11 月は他の学生と
集まって取り組む課題がありました。グループワーク
では Sheffield 市内の「Stocksbridge」という市街地か
ら離れた地域に焦点を当て、地域の健康課題を調べる
というタスクが課されました。普段授業で複数人とグ
ループディスカッションをすることはありますが、授
業外で学生だけで集まって一つの作業をするというこ
とがこれまでなかったので、相互学習としてとても良
い機会になりました。  
他の授業についても来月以降ご紹介させていただきま
す。  

中村友香さんから、１１月の報告書が届きました。 

紙面の都合上、抜粋して掲載させて頂きます。 

１２月１５日（水）

桃園亭において 

次年度役員会が開催

されました。 



１２月１８日（土）「クリスマス家族例会」 
会員数 ３０名（内出席免除７名） ご夫人４名 
出席者 ２２名（４名）  ８１．４８％ 
ご来客  ４名 
１２/２ＭＵ後の出席率  １００％ 

１月６日（木） 
   

 「歳男放談」 
       林  良訓会員、内山 正元会員 

【 】 小計 6,000円 今年度累計  47,000円 
目標額 400,000円 達成率 10％ 

【 】 小計 2,000円  今年度累計  26,000円 
目標額 60,000円 達成率 43％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 15,000円 今年度累計 330,500円 
目標額 720,000円 達成率 46％ 1人当たり24,000円以上 

出射 靖生 ・クリスマス例会に。 

内山 正元 ・アフガンの子供らに小さな幸せを。 

BOXへ 末永   寛、太田 勝彦、王   杲 

井上 正佳、三田 昌資、吉田   修 

万殿 慎二、中野 孝治 

１２月は疫病予防と治療月間 

BOXへ 吉田   修、三田 昌資、万殿 慎

【 】小計 15,000円 今年度累計 275,500円 

目標額 599,400円 達成率 46％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

吉田  修 

・内田会員令夫人由美子様の訃報に

 接し心から哀悼の意を表します。 

BOXへ 三田 昌資、井上 正佳、髙橋 英明 

１２月１８日（土） 
 

「クリスマス家族例会」 

 

 

クリスマス家族例会の報告 
 

太田会員の熱意とご尽力により 

2年ぶりのクリスマス家族例会

が行われました。 

悲しくも内田会員ご夫人に不幸

があり、皆様なかなか明るいスタートを切れないまま

例会が始まりました。山本会長の開会の挨拶で「故人

のためにも切り替えていこう」という一言から万殿 

直前会長の元気な乾杯の挨拶で皆様の表情も明るく

なり、食事歓談となりました。 

食事の途中で、京都桂川ロータリークラブの歴史を振

り返るDVDが流れ、ロータリー歴5年程の私ですら懐か

しいと思える様な写真がありました。ご夫人を含め会

員皆様京都桂川の歴史を改めて振り返る事が出来た

と感じました。 

最後に、王副会長の締めの挨拶と、みんなで「エアー

手に手つないで」を行い、楽しい会は無事お開きとな

りました。 

因みに私の娘が本日誕生日だと吉田先生にお伝えし

たところ、「前もって聞いていたらしっかりお祝いし

たのに」というお言葉をいただいたので、次回からは

事前に各会員に娘の誕生日を報告し、プレゼントをい

ただく姿勢で例会に臨みたいと思います。 

報告：菱田 匤樹 

万殿 慎二 ・メリークリスマス 

 

菱田 匤樹 

・本日はクリスマス例会 

 宜しくお願い致します。 

内山 正元 ・Merry Christmas！ 

山本 拓生 ・初雪でしたね、メリークリスマス。 

上原 従正 ・ポリオ撲滅を願って。 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて 

児嶋 雄二 ・メリークリスマス 

谷口 泰義 ・シクラメン有難う。 

三田 昌資 BOXへ 

目標額 1,300,000円 達成率 40％ 

 

山本 拓生 

・内田さん 

 奥様のご冥福をお祈りします。 

・内田由美子さんのご冥福をお祈りして。 

森  正廣、万殿 慎二 

髙橋 英明、林  良訓、稲掛 英男 

藤井文治郎、吉田  修、瀬田 保二 

・メリークリスマス 

末永  寛 ・ちょっと早いメリークリスマス 

德田 正彦 ・久しぶりのⅩマス例会ですね。 

王   杲 ・メリークリスマス＆Happy New Year！ 

【ニコニコ箱】 小計 46,000円 今年度累計  516,000円 

 

中野 孝治 

・本日は妻をつれてきました、みなさん 

 よろしくお願いいたします。 

上原 従正 ・ご無沙汰していました。 

 

太田 勝彦 

・今日から雪です。 

 ホワイトクリスマス例会です。 

出射 靖生 ・朝は初雪、夜は満月です。 

井上 正佳 ・Silent Night！ 



12/29 京都 -老･壮･青 会員スピーチ-   中田 敬吾様 
        鈴木 順也様、杉本 雅士様 ▲ 

（水） 京都西北 「休会」                      × 

 京都北東 「休会」                      × 

 京都嵯峨野 「休会」                      × 

 京都朱雀 「休会」                      × 

12/30 京都南  12：15 「休会」                      × 

（木） 京都北 「休会」                      × 

 京都洛北 「休会」                      × 

 京都洛東 「休会」                      × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」                      × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」                      × 

 京都さくら 
18：30 

「休会」                      × 

 京都乙訓 「休会」                      × 

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  

12/24 京都東 「年忘れ家族会 」例会時間臨時変更     × 

（金） 京都伏見 「休会」                       × 

 京都洛西 「年忘れ例会」の為例会時間18：00～に変更× 

 京都紫竹 「休会」                       × 

12/27 京都西 「本居宣長・歌をよむ医者」           × 
 佛教大学名誉教授  田山 令史様 

（月） 京都紫野 「休会」                       × 

 京都中 「休会」                       × 

 京都平安 18：30 次回例会は1月17日（月）の開催予定となりま
す。                         × 

12/28 京都東山 「休会」                       × 

（火） 京都西南 「休会」                       × 

 京都洛中 「休会」                       × 

 京都洛南 「休会」                       × 


