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4-５月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  ４月 ７日（木） 通常例会  現次年度理事役員会 
  ４月１４日（木） 通常例会 
  ４月２１日（木） クラブ・デー  
  第３回クラブ協議会（地区大会報告） 
  ４月２８日（木） 通常例会 
  ５月 ５日（木） 祝日休会 
 
 

＊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     

  ４月 ９日（土） 米山奨学生とカウンセラーのオリエンテーション 

  ４月１０日（日） 2022-23年度 地区研修・協議会 

  国立京都国際会館 12：30受付 13：00～ 

  食事会 17：30～ 和食庵 さら 

  ４月１６日（土） 第２回クラブ職業奉仕担当者研修会 

  京都府立京都学・歴彩館大ホール 13：30受付 

  14：00～16：00 会場での参加とオンライン参加 

（髙橋会員、内田会員） 

  ４月２３日（土） 川クラブ 芦屋川RC創立３０周年記念講演会 

  芦屋市民センタールナホール 13：00受付  

  13：30～ 会場での参加とオンライン参加 

（山本会長、上原会員） 

 

 

「 竹林 」 

京都市ふしみ学園 アトリエやっほぅ！！ 

日吉 雅治 さん 



 ２０２２年４月７日（木）  第１４８１回例会  Vol.３２－２１ 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催いたし

 ます。 

２．４月３日（日）国立京都国際会館において地区大会 

 が開催されました。 

３．４月９日（土）米山奨学生とカウンセラーのオリエ

 ンテーションがオンラインにて行われます。 

 ４月より当クラブがお世話する予定の劉 希玲さんと

 山本会員が出席されます。 

４．４月１０日（日）国立京都国際会館において、地区

 研修・協議会が開催されます。当クラブより井上、

 髙橋、万殿、内田、児嶋の各会員が参加されます。 

◆米山奨学生の紹介 
４月よりお世話する予定の米山奨学生の劉さんについて
ご紹介いたします。 
 

 劉 奇玲（リュウ キレイ）さん  女性 
  中国広東省出身、２５歳 
 立命館大学言語教育情報学部２年生 
  奨学期間：2022年4月1日～2023年3月31日 
 

◆ウクライナへの支援について 
ロータリーの対応 
ロータリー財団は世界中のロータリー会員や一般の
方々が寄付することが出来る災害救護基金を設置。
3/18現在、３２０万ドル以上の寄付が寄せられていま
す。この資金は、災害救護補助金を申請するロータ
リー地区に配分され、水、食料、シェルター、医療品
衣服といった救援物資を含め、この危機による難民の
被災者の支援に利用されます。 
 ※支援をご希望の方は事務局までお問い合わせくだ 
  さい。（4/28迄） 
 

当クラブ（2650地区）の対応 
ウクライナでの人道的危機に対して当地区からロータ
リー災害救援基金へ２５,０００ドルを寄贈されました。 
 

開会点鐘    12：30                              

国歌斉唱 「 君が代 」 

ロータリーソング 「 奉仕の理想 」 

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 

 「 会員スピーチ」 

    三田 昌資会員 

    菱田 匤樹会員 
   

閉会点鐘    13：30   

 

 
 

Ｒ財団グローバル奨学生１月留学報告書 
   

１月の留学生活 
  1 月は秋期の授業の試験とエッセイの提出締切に 
追われる一か月でした。1 月前半は 1 月中旬にあった
1 つのエッセイと2 つの試験に向けて勉強し、1 月後
半は2 月初旬に締切が迫る2つのエッセイ提出に向けて
勉強しました。オミクロン株の流行の中で昨年の中旬
頃から既に試験方法が決められており、大学の構内で
受ける予定だった試験は全てオンラインに切り替わっ
ていました。 
 

修士論文のテーマ  
 12 月のクリスマス休暇に入る前に、私の Supervi-

sor の先生と初めての修士論文に関するミーティング
を済ませていました。私の修士論文のテーマは
「Recruitment and retention of participants in 

randomised controlled trials: a review of trials 
funded and published in the leading medical jour-
nals」です。こちらは国際的に有名なジャーナルの
中で、公衆衛生の介入研究（特定の治療や薬など、
医療的な「介入」の効果を調べる研究）の「参加
者」の数がどれほど予定通り収集できているか、 
またそれは研究の資金源によって異なるかというこ
とを調べる研究です。修士論文のテーマを希望する
際、各教員が持つ様々なプロジェクトの中から自分
の公衆衛生上で達成したい目標と合うものを選び、
その根拠を書いて提出する必要がありました。2 つ
希望を出した中で、製薬業界に就職し新薬開発の開
発過程を改善したいという目標からこのプロジェク
トを選んだことを主張したところ、このテーマで書
くことが認められました。（秋期には先月ご紹介さ
せていただいたヨーク、スカボローのほかに以下の
街にも行きました。秋期にはイングランド内の街に
のみ行くことができましたが、今後はイングランド
外の街にも訪れたいと考えています。） 

 
 
 
 
 
 
 

中村友香さんから、１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 

 

リーズ 

ロンドン 

マンチェスター 



３月２４日（木） 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 ２３名（４名）  ８５．１９％ 
ご来客  １名 

４月１４日（木） 
   

「『火災から命を守る避難』について」 
      京都市西京消防署長  村 経樹様 

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

【 】 小計 5,000円 今年度累計  34,000円 
目標額 60,000円 達成率 57％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 21,000円 今年度累計 471,500円 
目標額 720,000円 達成率 65％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 中野 孝治、稲掛 英男、井上 正佳 

万殿 慎二、德田 正彦 

４月は母子の健康月間 

 

稲掛 英男 

・ウクライナに栄光あれ 

 日本に栄光あれ 

 

山本 拓生 

・みなさんお久しぶりです。 

 お元気ですか？ 

森  正廣 ・ウクライナ、ガンバレ！ 

菱田 匤樹 ・林会員、太田会員のスピーチ楽しみに 

 

内田 勝彦 

・林さん、太田さんのスピーチ楽しみ 

 です。 

【 】小計 29,000円 今年度累計 373,500円 
目標額 599,400円 達成率 62％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 井上 正佳、児嶋 雄二、三田 昌資 

髙橋 英明、中川 俊夫 

「会員スピーチ」 

林  良訓会員 

目標額 1,300,000円 達成率 55％ 

【ニコニコ箱】 小計 58,000円 今年度累計  717,700円 

 

井上 正佳 

・お久しぶりです。 

 元気なお顔を見れて嬉しいです。 

 

林  良訓 

・お久しぶりです、本日お話しさせて 

 頂きます。 

末永  寛 ・皆様 お久し振りです。 

上原 従正 ・皆様 ご無沙汰でした。 

内田 勝彦 ・皆様おひさしぶりです。 

 

山本 拓生 

・林さん、太田さん 

 スピーチ楽しみにしています。 

王   杲 ・林会員、太田会員のスピーチ楽しみに 

 

稲掛 英男 

・林  良訓 会 員、太田勝 彦 会 員の

 スピーチ楽しみに。 

BOXへ 中川 俊夫、児嶋 雄二 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を願って。 

 

王   杲 

・お久しぶりでした！ 

 皆様お元気で良かったです。 

 

吉田  修 

・ウクライナに平和をと願わずにはい

 られません。 

林  良訓 ・世界の平和に。 

 

内田 勝彦 

・久々のヨットレース 

 またまた最下位でした。 

上原 従正 ・ポリオの撲滅を願って。 

４月３日（日）国立京都国際会館において地区大会が 

開催されました。参加者：菱田、井上、万殿、末永、 

髙橋、谷口、徳田、山本、吉田の各会員 

 

中野 孝治 

・林会員、太田会員のスピーチ楽しみ 

 にしています。 

 

谷口 泰義 

・久し振りです、林会員、太田会員の

 スピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・林さん、太田さんのスピーチ楽しみ 

 です。 

 

髙橋 英明 

・林さん、太田さんのスピーチ楽しみ

 にしてます。 

 

 

 

吉田  修 

・コロナで例会が休みの間に大腿骨頭 

 置換手術（左側）を受けました。まず 

 快調な日々を送っています。医学に 

 感謝です。 

太田 勝彦 ・ロータリー忘れそうでした。 

 

瀬田 保二 

・王様、お孫様誕生おめでとう 

 お元気でしたか、お伺い致します。 

松尾 義平 ・久し振りです。 

三田 昌資 ・お久しぶりです。 

德田 正彦 ・皆様久しぶりですね。 

 

森  正廣 

・讃岐「屋島寺」参拝。 

 歩きごたえがあります。 

内山 正元 ・憎し、プーチン。 

林  良訓 ・太田君のスピーチ楽しみに。 

内山 正元 ・頑張れ！ゼレンスキー、ゼレンスキー 

上原 従正 ・ロータリー活動に寄せて。 

万殿 慎二 ・皆さんごぶさたです、元気でしたか？ 

吉田  修 ・いやー久しぶりですね。 

太田 勝彦会員 



4/13 
京都 

「ロータリーの本質  エッセンシャルロータリー」  
 R.I.元理事、ロータリー日本財団理事長 
         京都R.C.会員 千  玄室様 〇 

（水） 京都西北 「京都西北RACとの合同例会」のため 
          例会日時・場所臨時変更 × 

 京都北東 「WEB例会お試しｾﾐﾅｰ」会員 吉田 昌司様× 

 京都嵯峨野 「第４回クラブ・アッセンブリー」        × 

 
京都朱雀 

クラブ・デー「誕生日スピーチ」橋本眞一会員 
木村 雄太郎会員、村上 洋一郎 会員 

「職業奉仕フォーラム」   末友 久史会員 × 

4/14 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」〇   
京都こども宅食ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 畑山博様、竹内弘一様  

（木） 京都北 「能面のお話」   
      観世流 能楽師 橋本 光史様 × 

 京都洛北 「クラブデー」                   ▲ 

 
京都洛東 

「コロナ禍で学んだこと～感染症の基礎知識～」
医療法人同仁会(社団)京都九条病院理事長 
   京都モーニングRC会員 松井 道宣様 × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員スピーチ」                 × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」                      × 

 京都さくら 
18：30 

「レジリエンス京都！～ＳＤＧsの推進に向けて～」
レジリエント・シティ京都市統括監  
                 藤田 裕之様 ▲ 

 京都乙訓 「インターナルブランディング」        × 
特定社会保険労務士 伊藤 佳代様  

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  

4/8 京都東 「遺言のすすめ ～無用な争いを避けるために～ 」                    
              会員 中村 洸士様 × 

（金） 京都伏見 「時代の潮流変化とこれからの企業経営」  
   京都信用金庫 理事長 榊田 隆之様 × 

 京都洛西 「ロータリーソングのタクトの練習」  
        ソング委員長 牧  圭子会員 × 

 
京都紫竹 

「第４回クラブ協議会 創立30周年記念例会に
向けて」 創立30周年実行委員会 委員長  
                  新造一夫会員 × 

4/11 京都西 「未定」 産科・婦人科松本クリニック 
     副院長 大西 用子様 ZOOM参加可 

（月） 京都紫野 「先人の生き方から学ぶ＝健全な愛国心」  × 
京都芸術大学附属高等学校 校長 鈴木 克治様 

 京都中 「歳男放談」                    × 
平井 達雄会員、肥田 自豊会員 

 京都平安 18：30 次回例会は4月17日（月）の開催予定となりま
す。 

4/12 京都東山 「ピアノ演奏会」 ピアニスト 森上芙美子様 × 

（火） 京都西南 「何を武器に戦うか？」日清都カントリークラブ  
   支配人兼プロキャディ 小岸 秀行様 × 

 
京都洛中 

「プロサッカークラブ、おこしやす京都ＡＣが 
目 指す幸せの経済圏と、全国・世界展開」 ▲ 
おこしやす京都AC㈱ 代表取締役社長 添田隆司様  

 京都洛南 「無題」          会員 西芝  実様 × 


