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５-６月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  ５月２６日（木） クラブデー 
   第９回クラブ討論会 
  ６月 ２日（木） 通常例会 現次年度理事役員会 
  ６月 ９日（木） 京都西南RCと合同 「ガバナー公式訪問」  
  ６月１６日（木） クラブ・デー  ゴルフ実行委員会 
  第４回クラブ協議会（年間総括） 
  ６月２３日（木） 休会 
  ６月２５日（土） お疲れ様会＆新入会員歓迎会 
  ６月３０日（木） 次年度第１回クラブ協議会（年間計画） 
  ７月 ３日（日） マリン同好会 マリーナ雄琴 
 

 

◆地区行事     

  ５月２８日（土） 公共イメージ担当者会議（ZOOM） 

  ５月２９日（日） 第２回社会奉仕委員長会議 13：20受付 

  13：30～16：00 オンライン開催  （万殿会員） 

  ５月３０日（月） 京都平安RC創立20周年記念例会・祝宴 

  16：00受付 17：00～ （山本会長、菱田幹事） 

  ６月１１日（土） ロータリー研修会及び懇親会 

  17：30受付 17：50～20：00予定 

  ホテルグランヴィア京都     （山本会長） 

  ６月１２日（日） 次年度IAC会長幹事研修会（ZOOM） 

  13：30～15：30 

 

 

 

 

出射会員夫人 出射喜代子画 



 ２０２２年５月２６日（木）  第１４８７回例会  Vol.３２－２７ 

 

１．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開催いた

 します。 

２．５月２９日（日）第２回社会奉仕委員長会議がオン

 ライン開催で開催され、万殿会員が参加されます。 

３．５月３０日（月）ＡＮＡクラウンプラザホテルに

 おいて京都平安RC創立20周年記念例会・祝宴が  

 開催され、山本会長、菱田幹事が出席いたします。 

田中
た な か

   文夫
ふ み を

様 
 

１９３６年生まれ  ８６歳   

１９７３年 福井南RC入会（在籍４９年） 

幹事２回、会長２回 

地区 国際交流委員長 デンマーク派遣団長 

ニュージーランド派遣団長 

地区 交換学生委員長 

ＧＳＥ デンマーク派遣団長、ドイツ派遣団長 

ガバナー補佐、地区研修委員 

２０１４年 ＲＬＩ委員長～現在までＲＬＩ委員会に属する。 

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 

「The Rotary Leadership Institute（RLI）について」  

  RI第2650地区RLI委員会 委員 

  福井南RC会員        田中 文夫様  
 

閉会点鐘    13：30   

 

 Ｒ財団グローバル奨学生４月留学報告書 
 

  中村 友香 
４月の留学生活 
4 月は最初は 4 月１日だけ授業がありましたが、24 
日までイースター休暇でお休みでした。一方で、5 月
後半からは試験やエッセイ提出が控えているので、 
最初の１週間ほどはお休みしましたが、2 週目からは
勉強に専念しました。クラスメイトの様子を見てみる
と、ヨーロッパやアフリカなどイギリスから比較的近
い地域から来た生徒は自国に帰ったりしていました。
中には宗教上の行事に参加する（ラマダーンに入るな
ど）学生もいました。渡航規制が比較的緩和された 
中で、多くの International Students が休暇を利用し
て他国に行っていた様子でした。4 月は試験直前とい
うわけではなかったので、勉強と休暇をうまく両立し
ている学生が多かったように思います。  
 

春の授業紹介 
医療統計の自主勉強大学で受講している統計の授業で
は SPSS というソフトウェアのみを使用しています
が、医療統計で使うソフトウェアは他にもいくつかあ
ります。その中でもＲ言語（R language）はイギリス
の統計解析の仕事でよく見かけるスキルで、Personal 
Tutor からも大学入学当初に身に着けるようにアドバ
イスされました。大学には Academic Skills Centre と
いう部署があり、そこで授業外で様々な勉強に必要な
スキルを学ぶことができます。私は統計のワーク
ショップをよくチェックしており、前期もR 言語の
ワークショップに参加しましたが、理解が少し乏しい
と感じたので、イースター休暇に偶然行われていた 
オンラインのＲ言語のワークショップに参加し直すこ
とにしました。Ｒ言語 は SPSS よりも難しく、SPSS 

は用意されたプログラミングシステムの中でどのよう
に統計解析を行うかが焦点ですが、R言語は自分で一
からプログラミングを作り始めなければいけないこと
が多く、まさに知らない“言語”を学んでいるような
感覚になります。ただ今回は休暇ということもあり 
理解に時間をかけることができました。仕事をする上
でもかなり必要となるスキルなので、これからも自主
勉強で学んでいきたいと思います。イースター休暇に
はスコットランドに行きました。一つひとつの街に
シェフィールド市から行くには少し遠いので、休暇を

利用して様々な街をめぐり
ました。大学の友人も同時
期にスコットランドに行っ
ている人が多くおり、シェ
フィールド市に帰ってから

スコットラ
ンドの話で
盛り上がり
ました。  

中村友香さんから、４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 

 

 会員誕生日お祝い   

 １０日 上山泰弘会員   

 ２５日 林 良訓会員 
 

 

 創業記念日お祝い 

  １日 太田勝彦会員 太田建工㈱ 

  １日 髙橋英明会員  ㈱髙橋ビル 

 ２３日 菱田匡樹会員 丸菱建設㈱ 

エジンバラはスコットランドの首都です。イングランド

との攻防でも有名なエジンバラ城など、歴史的な建物や

街並みが残る美しい街です。また National Museums 

Scotland というところではドリーという有名なクローン

羊の剥製も見られました。）  

 

６月おめでとう 

ございます 



６月２日（木） 
「ＲＹＬＡ参加報告」 
 

     ＲＹＬＡ受講生  齊藤 翔太様 

【 】 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  38,000円 
目標額 60,000円 達成率 63％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 10,000円 今年度累計 609,500円 
目標額 720,000円 達成率 85％ 1人当たり24,000円以上 

５月は青少年奉仕月間 

【 】小計 14,000円 今年度累計 493,700円 

目標額 599,400円 達成率 82％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

「会員スピーチ」 

目標額 1,300,000円 達成率 66％ 

【ニコニコ箱】 小計 17,000円 今年度累計  861,700円 

山本 拓生 ・吉田先生スピーチ楽しみに。 

BOXへ 中川 俊夫 

 

 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 
 

 参加者  林、菱田、井上、児嶋、万殿、中野、 

  太田〔靖〕、三田、谷口、德田、王、 

  山本、吉田の各会員 

５月１９日（木） 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 １９名（３名）   ７３．０８％ 
ご来客  ０名 

出射 靖生 ・吉田、森会員のスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・吉田、森会員のスピーチ楽しみに。 

 

中野 孝治 

・吉田会員、森会員のスピーチたのし

 みにしております。 

 

林  良訓 

・吉田会員、森会員のスピーチを楽し

 みに。 

 

内田 勝彦 

・吉田会員、森会員のスピーチを楽し

 みに。 

 

王   杲 

・吉田会員と森会員のスピーチ楽しみに 

 しています。 

 

谷口 泰義 

・吉田さん、森さんのスピーチを楽し

 みに。 

末永  寛 ・吉田さん、森さんのお話しを楽しみに 

 

谷口 泰義 

・王さん、奥さん共に先日は有難うご 

 ざいました。 

内田 勝彦 ・琵琶湖の一番良いシーズンです。 

BOXへ 吉田  修、王   杲、万殿 慎二 

中野 孝治、稲掛 英男 

 

万殿 慎二 

・吉田さん、森さんのスピーチ楽しみ

 です。 

稲掛 英男 ・吉田さん、森さんのスピーチ楽しみに。 

 

吉田  修 

・内山さん、本日仕切り直しのスピー

 チをさせていただきます。 

森  正廣 ・「四條畷神社」参拝。 

 

瀬田 保二 

・新社屋が完成致しました。 

 御案内の通りです。 

山本 拓生 ・森さん楽しいスピーチお願いします。 

 

森  正廣 

・家内が連休明けから茶つみにいって

 ます。 

吉田  修会員 太田 靖彦 ・これから宜しくお願い致します。 

太田 勝彦 ・夏が近いです。 

吉田  修 ・５/２０父の祥月命日に寄せて。 

BOXへ 万殿 慎二、中川 俊夫、稲掛 英男 

内山 正元 ・ウクライナに平和を。 

 

出射 靖生 

・瀬田さん新社屋移転おめでとうござ

 います。 

太田 靖彦 ・これから宜しくお願い致します。 

内田 勝彦 ・夏が近づいてきましたね。 

森  正廣会員 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計 14,300円      累計  14,300円 

５月２０日（金）京都 
ブライトンホテルにおいて
京都紫竹RC創立３０周年
記念例会が開催されまし
た。 
山本会長と菱田幹事が 
出席されました。 



6/1 京都 -新会員スピーチ-                〇 
「サラ川で振り返る日本の世相」 吉野  充宏様 

（水） 京都西北 「飛来一閑 泉王子家の歴史と精神」    × 
飛来一閑 泉王子家 14代 瑞宝様 

 京都北東 「未定」         会員 井上 和彦様 × 

 京都嵯峨野 「私の歩んだ道」   会員 藤田 浩哉様 × 

 
京都朱雀 

「誕生日スピーチ」幡南 進会員、久野 成人   
 会員、大谷 裕三会員、宇根田 卓会員 
「私の履歴書」       上田 龍一会員 × 

6/2 
京都南  12：15 

「退任挨拶」  理事 三大寺栄次郎様 
  村田 雅明様、岩﨑 一也様、杉本 勤様 
                  水上 裕之様 〇 

（木） 
京都北 

｢花山天文台の歴史と将来｣ 宇宙物理学者 
理学博士、元京都大学理学研究科付属天文台長                              
                   柴田 一成氏 × 

 京都洛北 「アベノマスクと半導体、スペインとカタルー 
 ニャ」         会員 茶屋 誠一様 ▲ 

 京都洛東 「退任挨拶」            理事・役員 × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「『伝える』ということ〜ラジオの現場から」 
フリーアナウンサー、合同会社ルナワード代表 
                 遠藤のぶこ 様 × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「クラブ・アッセンブリー」            × 

 京都さくら 
18：30 

「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  〇 

 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  

5/27 京都東 「夜の例会」例会時間・場所臨時変更    × 

（金） 京都伏見 ～情報集会報告例会～            × 

 京都洛西 「新会員スピーチ」  会員 山本 昭郎様 × 

 京都紫竹 「創立30周年を終えて」             × 
（反省会をかねて会員のみ） 

5/30 京都西 「Ｊ１への心意気」 (株)パープルサンガ 
      代表取締役社長 伊藤 雅章様 〇 

（月） 
京都紫野 

「子どもの可能性は夢限大！私たちの想いと  
 使命」一般社団 法人スポーツの学校 校長  
                  背尾 匡徳様 × 

 京都中 「私とテレビ」                   × 
NHK京都放送局リポーター 平田  惟様 

 京都平安 18：30 「創立２０周年記念例会および祝宴」     × 

5/31 京都東山 「夜間例会」                    × 

（火） 
京都西南 

「日本人にとっての鳥・・・山階鳥研の資料から」   
 公益財団法人 山階鳥類研究所所長 
 関西学院大学名誉教授  奥野 卓司様 × 

 
京都洛中 

-新入会員スピーチ-              ▲ 
「紫外線について」    会員 早川久仁子様 
「未定」           会員 西村 良子さん 

 京都洛南 「伏見城の歴史」 京都府立京都学・歴菜館 
         資料課  若林 正博様   ×  


