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１-２月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  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 
  ２月 ３日（木） 通常例会 現次年度合同理事役員会 
  ２月１０日（木） 通常例会 
  ２月１７日（木） 例会日時変更→１９日（土） 
  ２月１９日（土） 創立３２周年記念例会 
  ザ・サウザンドキョウト 
  ２月２７日（日） 第１５回桂川流域クリーン大作戦 8：30受付 
 

＊１月～６月のほろにが会は新型コロナウィルス収束の見通し 
   が立っていない現状を考慮して中止となりました。 

 
◆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 
 来場での参加とオンライン参加  
   
 
 
  
 

出射会員夫人 出射喜代子画 



 ２０２２年１月２０日（木）  第１４７９回例会  Vol.３２－１９ 

１．１月２２日（土）第２回青少年奉仕担当者会議が 

 Zoomによるオンライン会議で行われます。 

 中野会員が出席されます。 

２．次回の例会は、ザ・サウザンドキョウトにおいて 

 京都西南ＲＣと合同のガバナー公式訪問が開催  

 されます。 

 

「新年会」の報告 

 

1月13日（木）の12時より嵐山熊彦にて新年会が開催

されました。 

名誉会員の松尾さんや安田先生もお越しになられ

多くのロータリアンが参加されました。 

例会自体は会長挨拶から始まり10分程で終了し、 

通常の例会より早く昼食にありつけました。 

万殿直前会長の乾杯挨拶からスタートし、ご飯も 

美味しく日中にしてはお酒を飲む方も多く話しも

弾み嵐山の景色を楽しみながら短い時間ではあり

ましたが大いに盛り上がりました。 

また、全員の集合写真で谷口さんの仲居さんに対す

 る一言で皆さんほっこ

 りされ柔らかい表情で

 撮影できました。 

 最後に王副会長の一本

 締めの「よいしょ」で楽

 しい時間はお開きとな

 りました。 

  報告：菱田 匤樹幹事 

矢野
や の

 雅史
ま さ し

様 
 

2012年   京都洛西ロータリークラブ入会 

2016-17年度  京都洛西RC 会場監督(役員) 

2017-18年度  京都洛西RC 会場監督(役員) 

         第2650地区職業奉仕委員会委員 

2018-19年度   京都洛西RC 幹事  

    第2650地区職業奉仕委員会委員 

2019-20年度  京都洛西RC クラブ奉仕委員長(理事) 

    第2650地区職業奉仕委員会 副委員長 

2020-21年度  京都洛西RC 職業奉仕委員長(理事) 

    第2650地区職業奉仕委員会 副委員長 

2021-22年度  京都洛西RC 職業奉仕委員長(理事) 

    第2650地区職業奉仕委員会 副委員長 

 

Ｒ財団グローバル奨学生１２月留学報告書② 
   

12 月の留学生活  
 12 月は学期の締めくくりであると同時に、11 月から
引き続き提出物など多くの山場がありました。忙しい
中でも週末には隣町に出かけたりなどオンオフの切り
替えができるようになってきた時期でもありました。

しかし、オミクロン株流行により政
府の方針や翌月の試験の開催方法に
ついても注視しなければいけなくな
りました。また自分の修士論文の
テーマも決定し、いよいよこの留学
の最大の課題に着手する時期にも

なってきました。  
（下：クリスマスの時期が近づくと、近くの病院の外壁に 
 イルミネーションが灯り始めました。秋期の授業が終わ 
る頃には毎日この景色を見ながら家路についていました。）  

中村友香さんから、１２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 

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６回クラブ討論会（職業奉仕） 

 「四つのテスト（the four-way test)の真実 

    ―その成立の背景、経緯、テーラーの真意― 」 
 

  ＲＩ第2650地区職業奉仕委員会 副委員長          

  京都洛西RC会員       矢野 雅史様 
 

閉会点鐘    13：30   

 

  会員誕生日お祝い   

 １９日 井上 正佳会員 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

 創業記念日お祝い 

  １日 德田正彦会員  (有)徳田 

  １日 田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日 稲掛英男会員  稲掛医院 

 

１月おめでとうございます 



１月１３日（木） 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 １８名（２名）  ７２．０％ 
ご来客  ３名 

１月２７日（木） 
   

 京都西南ロータリークラブと合同                         
「ガバナー公式訪問」 
 

  ＲＩ第2650地区ガバナー 
   馬場 益弘様 

【 】 小計    0円 今年度累計  48,000円 
目標額 400,000円 達成率 12％ 

【 】 小計    0円 今年度累計  28,000円 
目標額 60,000円 達成率 47％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 3,000円 今年度累計 370,500円 
目標額 720,000円 達成率 51％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 三田 昌資、井上 正佳、王   杲 

１月は職業奉仕月間 

１月１３日（木）  
 

「新年会」 12：00～13：30 
          於：嵐山熊彦 

目標額 1,300,000円 達成率 49％ 

【ニコニコ箱】 小計 18,000円 今年度累計  631,700円 

森  正廣 ・冬の嵐山も格別。 

井上 正佳 ・新年会よろしくお願いします。 

髙橋 英明 ・新年会ありがとうございます。 

 

万殿 慎二 

・太田さん、本日はありがとうござい

 ます。 

 

太田 勝彦 

・松尾さん、安田先生 

 ようこそ、嵐山もいいですね。 

 

山本 拓生 

・太田さん段取りありがとうござい

 ます。 

末永  寛 ・寒い！ 

王   杲 ・入会予定者、太田様 おいでやす！ 

三田 昌資 ・入会予定者 太田様 おいでやす。 

中野 孝治 ・入会予定者 太田様 ようこそ！ 

 

髙橋 英明 

・連休中 徳島の大塚美術館に行って 

 きました。 

菱田 匤樹 ・本日の例会宜しくお願いします。 

内山 正元 ・嵐山 心が洗われます！ 

万殿 慎二 ・新年会が開催できうれしいです。 

 

谷口 泰義 

・安田さん、松尾さんの元気なお姿 

 うれしく思います。 

【 】小計 13,000円 今年度累計 325,500円 

目標額 599,400円 達成率 54％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 安田   勝、松尾 義平、中川 俊夫 

児嶋 雄二 

BOXへ 中野 孝治、太田 勝彦、井上 正佳 

中川 俊夫、児嶋 雄二 

 

   

ScHARRの授業紹介Introduction to Statistics and Critical 
Appraisal  
  木曜日の授業は Statistics (統計)とそのチュートリア
ル（統計の練習問題を解く時間）で構成されていま
す。医学統計は私の修士論文のテーマに関わるもので
もあり、将来の職種の選択肢としても考えている分野
でもあります。統計の授業を担当されている教授は私
の修士論文のSupervisor でもあります。大学生の時か
ら医学統計は勉強していましたが、英語で改めて勉強
するのは初めてであり、また将来必ず自分の仕事で使
うこともあって、毎週綿密に予習をして授業に臨んで
います。多くの学生が”Math anxiety（数学への苦手
意識）”に打ち勝つ必要がありますが、公衆衛生の目
的を考えると皆避けては通れない分野です。  
  
ScHARRの授業紹介：Introduction to Research Methods    
 金曜日の朝は Introduction to Research Methods の
授業から始まります。公衆衛生は大きく分けて量的研
究と質的研究に分かれますが、この授業はその両者を
組み合わせた研究手法（Mix Method）に焦点を当て
た授業です。他の多くの講義形式の授業と違い、この
授業は毎回予習課題とそれに沿ったグループディス
カッションがあります。内容も単なる研究手法だけで
はなく、研究の背景にある哲学にまで掘り下げられて
います。またグループディスカッションも最初は苦手
意識がありましたが、今ではある程度慣れてくること
ができました。他の授業よりもインタラクティブで相
互学習に最適な授業です。  
 

ScHARRの授業紹介：Key issues in Global Health   
 金曜日の午後は Key issues in Global Health の授業
で締めくくられます。こちらは Global Health の様々
な課題の Introduction の授業が展開されます。女性
の健康、災害、紛争等の世界的な公衆衛生上の課題に
対して様々な側面や国の状況が紹介されます。時には
近くの席の人と簡単なディスカッションをすることも
あります。テーマが Global Health ということだけ
あって、同じ授業を聴いていても人種や出身国等の
バックグラウンドの違いによって学生も様々な捉え方
をしています。ディスカッションの中でも、日本に深
く関係することは自国の状況を紹介することもありま
すし、低中所得国で頻発する課題であれば他の学生の
話をよく聞いた方が良い時もあります。自分が日本人
として世界の中でどのような立場でいるべきなのかと
いうことを深く考えさせられる授業です。  
  
秋期の授業は 12 月で終了となり、1 月に試験やエッ
セイの提出があります。留学生活が一段落する時期で
すが、うまく勉強と一息つく時間のバランスを取りな
がら春期の準備をしていきたいです。  

 



1/26 京都 「敬天愛人」  ㈱日商社 取締役会長 
    京都RC会員             谷川   隆様 ▲ 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                 × 
「第２回クラブアッセンブリー」 

 京都北東 「未定」             鈴木 明廣様 × 

 京都嵯峨野 「休会」                      × 

 京都朱雀 「私の履歴書」                  × 
大友 義博会員、野呂 輝夫会員 

1/27 
京都南  12：15 

「京都こども宅食プロジェクトの活動について」 
京都こども宅食プロジェクト代表 畑山  博様 
            副代表 竹内 弘一様 〇 

（木） 
京都北 

｢ワンス・アポン・ア・タイム・イン 太秦～東映 
京都撮影所の男たち～｣ 
          映画監督 土橋   亨様 × 

 京都洛北 「去年の反省点と今年の展望～阪神タイガース」   
      プロ野球解説者 狩野 恵輔様 ▲ 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」             × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「クラブ広報部門フォーラム」         × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」                      × 

 京都さくら 
18：30 

～職業奉仕月間スピーチ～「ロータリー職業
奉仕の歴史とその実践事例」RI第2650地区職
業奉仕委員会 副委員長 矢野 雅史様 ▲ 

 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  

1/21 京都東 「あの世界の片隅で 」 音楽家草鹿  明様 × 

（金） 京都伏見 「新年会」→22日（土）              × 

 京都洛西 「職業奉仕月間スピーチ」            × 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム④ マイロータリーについて」    
         広報委員長 中村篤人会員 × 

1/24 
京都西 

 「2022年の景気展望～アフターコロナの京都・  
関西経済～」 ㈱日本総合研究所 調査部    
  関西経済研究センター長 若林 厚仁様 × 

（月） 京都紫野 「ベジサラ舎 最新八百屋事情」        × 
ベジサラ舎 店主 中本 千絵様 

 京都中 「新聞記者との付き合い方」           × 
産経新聞社京都総局記者 田中 幸美様 

 
京都平安 18：30 

「求められるマナーも新しい時代へ・ユニバー 
サルサービスとは？」 ㈱マナーコンシェル  
         代表取締役 野口えみ子様 × 

1/25 京都東山 「職業奉仕フォーラム」              × 
職業奉仕委員長 松下 明史様 

（火） 京都西南 京都桂川ロータリークラブとの「合同ガバナー
公式訪問」の為、例会日変更。          × 

 

京都洛中 

職業奉仕フォーラム「孤立しない、孤立させな
い地域を作る～『一人』が大切にされる地域で
あるために～」  同志社大学 社会学部社会 
       福祉学科 教授 空閑 浩人様 ▲ 

 京都洛南 「新春 歳女・歳男放談」               × 
会員  大東 和子様、杉井 康夫様 


