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4-６月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  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 
  ５月１２日（木） 通常例会 現次年度理事役員会 
  ５月１９日（木） 通常例会 
  ５月２６日（木） クラブデー 
   第９回クラブ討論会 
  ６月 ９日（木） 京都西南RCと合同 「ガバナー公式訪問」 
 
 

 

◆地区行事     

  ４月２９日（祝） 国際奉仕セミナー（オンライン） 14：00～15：30 

（井上会員） 

  ５月１５日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） 

  第2650地区RLI卒後コース 13：15～16：45 

  会場での参加とオンライン参加 （井上会員） 

  ５月２０日（金）～２２日（日） RYLA 花園会館 

  ５月２０日（金） 京都紫竹RC創立３０周年記念例会・祝宴 

  京都ブライトホテル 16：00受付 17：00～ 

         （山本会長、菱田幹事） 

  ５月２１日（土） 2022年規定審議会・地区報告会10：00～11：30 

  オンライン開催            （万殿会員） 

 

 

 

「 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２１日（木）  第１４８３回例会  Vol.３２－２３ 

１．本日、米山奨学生の 劉 希玲さんが例会に出席され 

 ます。 

２．４月１６日（土）第２回クラブ職業奉仕担当者研修

 会が開催され、髙橋会員と内田会員がオンライン 

 参加されました。 

３．４月２９日（祝）国際奉仕セミナーがオンラインで

 開催され、井上会員が参加されます。 

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３回クラブ協議会（地区大会報告） 

          吉田   修会員、万殿 慎二会員 
    

閉会点鐘    13：30   

 

会員誕生日お祝い   

２月  ２日 瀬田 保二会員     ７日 稲掛 英男会員 

    ２３日 近藤永太郎会員 

３月  ４日 森  正廣会員  おめでとうございます 
 

夫人誕生日お祝い 

 ２月  １日 瀬田 保二会員夫人  和子様 

  １０日 三田 昌資会員夫人 由美子様 

  １２日 上山 泰弘会員夫人  美絵様 

  １７日 林  良訓会員夫人  敦子様 

  １８日 織田 鉄也会員夫人  晃子様 

  １９日 中野 孝治会員夫人  宣子様 

 ４月  ６日 近藤永太郎会員夫人  和子様 

      ７日 井上 正佳会員夫人  裕子様 

   １７日 鎌野孝和会員夫人 幸子様 
 

結婚記念日お祝い 

２月 ７日 内田 勝彦会員 

３月 ２日 田中  守会員  ５日 末永  寛会員 

   ３０日 近藤永太郎会員 
 

創業記念日お祝い 

２月  １日 万殿 慎二会員  (有)万殿建設 

  １日 中川 俊夫会員 ㈱中川商会 

      １９日 吉田  修会員 吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 

３月  １日 上山泰弘会員 上山歯科診療所 

４月  １日 林 良訓会員  ㈱マリーナ雄琴 

  １日 谷口泰義会員 ㈱西京ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ 

    １日 内山正元会員 内山法律事務所 

 

 Ｒ財団グローバル奨学生３月留学報告書 
   

３月の留学生活 
3 月は春期の授業に慣れてきた一方で、修士論文のプ
ロポーザル（提案書）の提出など、修士課程のゴール
を見据えたタスクが増えてきました。またコロナ禍の
状況もかなり落ち着き、秋期には様々な国の学生が 
それぞれのタイミングで英国に渡航してきていました
が、コロナ禍の状況が落ち着いたためか、クラスメイ
トの顔ぶれもかなり揃ってきたような印象です。一方
で、秋期に友人になった他の部門の学生がコースを 
修了し自国に帰るタイミングになるなど、少し寂しい
ニュースも聞き始める季節になりました。街の気温も
少し上がり始め、季節の変わり目と同時に留学生活の
折り返し地点も実感しているような昨今です。 
 

修士論文について  

3 月は自分の修士論文のプロポーザル（提案書）を

提出しました。修士論文のスーパーバイザーに2 回

フィードバックをいただき、3 月の中旬に提出する

ことができました。プロポーザルは修士論文の研究

の簡単な要約のようなもので、ある研究を始める時

に第三者に自分の研究の目的やプランをわかりやす

く説明する最初の文書です。修士論文ではプロポー

ザルにはスーパーバイザーしか目を通しませんが、

実際に研究者として働くことを想像したうえでの 

トレーニングとして良い機会です。  
 

留学生の健康管理について  

3 月になり英国での生活もかなり板についてきた時

期ですが、やはり英国での生活では日本での生活と

ギャップを感じることが多々あります。イギリスに

渡航してから数か月は勉強に対してのプレッシャー

などもあり、特別に料理しなくても良いような決

まった食べ物しか食べず、運動もしませんでした。

ただし、今では効率よく勉強する方法も覚え、食事

も自分の体にあった日本食などを自炊し、毎日運動

もできるようにしています。英語のネイティブス

ピーカーでない分、他の学生より多くのことを留学

生活で吸収したいと思うプライドやプレッシャーは

あります。 

中村友香さんから、３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 

 

（3 月はリバプール

というシェフィール

ドの西側にある海沿

いの街に行きまし

た。ビートルズにも

ゆかりのある街で

す。カモメが街中を

飛んでいる美しい街

で、特に街の外れにある West Kirby というエリアに

ある海岸はとても美しい場所でした。）  



４月１４日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名） 
出席者 ２１名（３名）   ８４．００％ 
ご来客  ３名 

４月２８日（木） 
   

 「会員スピーチ」 
     田中  守会員、中野 孝治会員 

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

【 】 小計 1,000円 今年度累計  35,000円 
目標額 60,000円 達成率 58％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 20,000円 今年度累計 509,500円 
目標額 720,000円 達成率 71％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 井上 正佳、上山 泰弘、王   杲 

田中   守 

４月は母子の健康月間 

 

髙橋 英明 

・地区研修協議会にご出席ありがとう

 ございました。 

森  正廣 ・ 村消防署長様のスピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・地区研修協議会に参加の皆様 

 ご苦労様でした。 

 

吉田  修 

・札幌真駒内RC 丸山淳士会員のご冥福  

 をお祈りして。 

林  良訓 ・丸山先生の御冥福を祈って。 

【 】小計 23,000円 今年度累計 412,500円 

目標額 599,400円 達成率 69％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 井上 正佳、中川 俊夫、中野 孝治 

末永  寛、田中  守、上山 泰弘 

「『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 

目標額 1,300,000円 達成率 59％ 

【ニコニコ箱】 小計 33,000円 今年度累計  772,700円 

田中  守 ・吉村署長様本日はお世話になります。 

万殿 慎二 ・吉村様のスピーチ楽しみです。 

 

上原 従正 

・西京消防署長 

  村経樹署長をお迎えして。 

 

内山 正元 

・ 村経樹様のスピーチを楽しみに

 しております。 

 

井上 正佳 

・吉村様のスピーチ楽しみにしており

 ます。 

林  良訓 ・ 村署長のお話楽しみに。 

BOXへ 上山 泰弘、中野 孝治、中川 俊夫 

末永  寛 ・ 村消防署長のお話しを楽しみに。 

 

内田 勝彦 

・先日は地区研修協議会おつかれさま 

 でした。 

 

万殿 慎二 

・髙橋さん、おいしい食事をありがと

 うございます。 

 

吉田  修 

・本日、午前中菱田さんのお父さまに 

 お会いしました。 

出射 靖生 ・早退おわび 

 

 2021-22年度 賛西会 
 

日  時  ２０２２年６月１７日(金)  

  １７：４０受付 １８：００開会 
 

【報告会】１８：００～１８：３０  

   会長によるクラブの活動や近況報告 

【懇親会】１８：３０～２０：００ 

      音楽のステージ 
 

場  所 リーガロイヤルホテル京都 ２階 
 

会   費   １２,０００円 

 

内田 勝彦 

・西京消防署長  村経樹様 

 本日はよろしくお願いします。 

 

内田 勝彦 

・火曜、水曜と１泊２日で海津大崎へ 

 満開の桜をヨットで見に行ってきました。 

 

王   杲 

・京都市西京消防署長  村経樹様の 

 スピーチ楽しみです。 

 

児嶋 雄二 

・札幌真駒内RC 丸山さんのご冥福を 

 お祈りして。 

髙橋 英明 ・ウクライナに平和を。 

太田 勝彦 ・太田がもう1人。 

森  正廣 ・原谷苑桜満開、３６０度の花見宴。 

 

出射 靖生 

・今年も２９名の新人職員をむかえま

 した。 

太田 勝彦 ・太田がもう１人。 

谷口 泰義 ・桜は散りましたね。 

BOXへ 谷口 泰義 

 

ただ、今月は食あたりによる急性胃腸炎で数日寝込

んでしまったことなどもあり、長く地道に物事を続

けるには健康管理が重要だと痛感しました。また授

業や学生とのコミュニケーションなどで他国の文化

に溶け込むことは重要ですが、一方で食生活などは

無理に自分の習慣を変えるようなことはせず、長く

続けられそうな道を選ぶのが留学生活を健康的に続

けるコツだと考えるようになりました。  

吉田  修 ・ 村経樹様をお迎えして。 

 



4/27 京都 「 What is Design?［デザインって何？］」  〇 
大阪芸術大学デザイン学科教授 三木    健様 

（水） 京都西北 「休会」                       × 

 京都北東 「私のひとりごと」   会員 太田 皓三様 × 

 京都嵯峨野 「休会」                       × 

 京都朱雀 「新入会員スピーチ」   宇根田 卓 会員 × 
「米山奨学生スピーチ」 コー、ユン カング さん 

4/28 
京都南  12：15 

新会員スピーチ 「自己紹介とこのごろの歯医
者情報」村井 健二会員、「私の経験談（駅長
経験・体重減少」     安藤 貞典会員  〇 

（木） 京都北 ｢天目茶碗 過去・現在・未来｣         × 
陶芸作家 橋本 大輔様 

 京都洛北 「休会」                      × 

 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  

｢郵趣｣－東京オリンピック－          × 
会員  平田 喜洋様 

 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  

4/22 京都東 「未定」                       × 

（金） 
京都伏見 

「火災から命を守る避難」            × 
伏見消防署副署長（予防・警防担当）  

   桝田 和久様 

 京都洛西 「職業奉仕会員スピーチ」           × 
職業奉仕委員会 大島 嘉人様 

 京都紫竹 夜間例会「好きを大切に」           × 
パラリンピック選手 前川  楓様 

4/25 京都西 新入会員スピーチ「私とホテル業」 
       会員 藤井 友行様 ZOOM参加可 

（月） 京都紫野 「会員増強例会」                 × 

 京都中 「特別シンポジウムの報告」           × 
会長 八木 透会員、幹事 谷  淳司会員 

 京都平安 18：30 次回例会は５月9日（月）の開催予定となり 
ます。 

4/26 京都東山 「休会」                       × 

（火） 
京都西南 

「京都こども宅食プロジェクト」          × 
医療法人財団今井会 足立病院理事長 
京都こども宅食プロジェクト代表 畑山  博様 

 京都洛中 「競馬界のあれこれ」               ▲ 
日本中央競馬会 騎手 福永 祐一様 

 京都洛南 「火災から命を守る避難について 」     × 
消防団・自主防災推進室長   青山  聡様                       


