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Vol.３３-８  第１４９９回例会 

「イマジン ロータリー」 
 RI会長 ジェニファー E．ジョーンズ  

「感動、感激、そして感謝」 
ＲＩＤ2650ガバナー 尾賀 康裕 

あおぞら会  

「富士山と龍」  

  藤田 せいさん 

行事予定 

◆クラブ内行事    
  ９月 ４日（日） 嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 10：00～11：00 
  ９月 ８日（木） 通常例会 ゴルフ実行委員会 
  ９月１０日（土） 京都西南RC合同 「秋の家族会」 マリーナ雄琴  
  ９：００～プール、 １０：００～モーターボート＆ヨットの乗船 
  １２：００～開会 BBQ  

◆地区行事  
  ９月１０日（土） 第１回青少年奉仕担当者会議 ｵﾝﾗｲﾝ会議 13：00～16：40 
  ９月１１日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 RLIﾊﾟｰﾄⅠ研修会 9：45～16：30 

  （王会員、ZOOM参加） 
  ９月１４日（水） 京都市内24RC連絡協議会 第1回会長・幹事会 
  17：30受付 18：00～ ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ京都    （井上会長、髙橋幹事） 
  ９月２４日（土） 第１回社会奉仕委員長会議 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 
  14：00～16：00                  （末永社会奉仕委員長） 
  ９月２５日（日） インターアクト夏期研修 報告会並びにインターアクト交流会 
  13：30～16：30  ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都  （三田青少年奉仕委員長） 
 

 



 ２０２２年９月１日（木）  第１４９９回例会  Vol.３３－８ 

１．本日例会終了後、９月度理事役員会を開催いたし

 ます。 

２．８月２５日（木）京都ブライトンホテルにおいて 

 京都北ＲＣ創立６５周年記念例会が開催され、井上

 会長と幹事が出席いたしました。 

３．９月４日（日）１０時から嵐山中之島公園において

 「嵐峡の清流を守る会」清掃活動が行われます。

 多数のご参加をよろしくお願いいたします。 

４．次週例会終了後、市内２４RC懇親チャリティー

 ゴルフ大会実行委員会が開催されます。委員会の

 方はご出席よろしくお願いいたします。 

５．９月１０日（土）マリーナ雄琴において、京都西南

 ＲＣと合同「秋の家族会」が開催されます。 

６．９月１５日（木）の例会場は「千の間」に変更に

 なります。ご注意下さい。 

７．９月のほろにが会は、新型コロナウイルスの感染

 が拡大している状況により中止になりました。 

 

Ｒ財団グローバル奨学生７月留学報告書 
 

  中村 友香 
７月の留学生活 
7月からは卒業論文に関するデータ収集など、修士論文
の研究に対して時間を割くことが多くなりました。卒
業論文に関するミーティング以外は、自分でパソコン
に向かって進める作業が多かったです。また授業期間
が終わったことにより、帰国して卒業論文を執筆する
ことを選ぶ人もおり、少し寂しくなる季節でもありま
した。また英国では、数日にわたって 30 度を超える
猛暑日があり、その中で冷房無しで耐えながら過ごし
ていました。本来は英国では一年のうち一週間ほどし
か夏らしい暑さの日はないと現地の友人に聞きました
が、近年では変化があるのかもしれないと感じた季節
でした。  
 

卒業論文について  
今月は2回ほど教授にミーティングをしていただき、
データ収集の進捗状況を共有しました。データは、4 つ
のジャーナル（BMJ、LANCET、JAMA、NEJM）にある昨年
12月から2月の間に出版されたおよそ100の RCT（ラン
ダム化比較試験：介入研究の種類のひとつ）から抽出
しています。この研究の主な課題は「主要な医学雑誌
がどの程度計画通りランダム化比較試験の参加者を集
めているか」「Public Funding (公的資金)と Private 
Funder（私的資金）でランダム化比較試験の参加者目
標の達成やその維持率に差があるか」の二つです。 
今月でデータ収集はひとまず終わり、データの正確性
を確認する段階に入りました。私の研究は元々スー
パーバイザーが既に出版している National Institute 
for Health Research (NIHR：イギリス国立健康研究
所) から出版された RCT に関する論文の問いと似てお
り、それを４つの主要ジャーナルの分野に適用したも
のになります。今後データの確認を終えて解析に入る
際に、過去の教授の論文の結果と自身の解析の結果が
どれほど違うのかを確認する必要があります。今まで
のエッセイの中で、一つのトピックについてこれほど
多くの論文とデータを読み込むことはなかったので、
公衆衛生の論文を書く中でとても重要なトレーニング
になっていると感じます。  
 

Sheffield Vulcan Rotary Club の方とのミーティング  
今月は Sheffield Vulcan Rotary Club の方々との
ミーティングに参加させていただきました。今回は
クラブの新代表の就任に合わせて例会に呼んでいた
だきました。公衆衛生過程で学んでいることや英国
での生活、将来のキャリアプランなど、様々なロー

タリアンの方と
お話させていた
だきました。卒
業論文執筆前後
に再度お会いし
て留学生活の学
びについて共有
させていただく
予定です。  

中村友香さんから、７月の報告書が届きました。 

紙面の都合上、抜粋て掲載させて頂きます。 

 

 
 

嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０２２年９月４日（日） 小雨決行 
 

時 間：   午前１０時～１１時 
 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 
 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い 
 

出席予定者： 万殿、末永、德田の各会員 

例会プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

国歌 「 君が代 」 斉唱 

ロータリーソング「 奉仕の理想 」 

友愛の挨拶 

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 

   「 新入会員スピーチ」 

    太田 靖彦会員 
 

閉会点鐘    13：30   



８月２３日（火）京都西南RCと合同「ガバナー公式訪問」  
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 ２１名（４名）   ８０．７７％ 
ご来客  ３名 
８/４ＭＵ後の出席率  ６０．００％ 

【ニコニコ箱】 小計 50,000円 今年度累計 293,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 23％ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 108,000円 

目標額 761,600円 達成率 14％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

RI第2650地区 ガバナー 尾賀 康裕様 

 ガバナー補佐 吉川 裕丈様 

 近江八幡RC幹事 際田 剛志様 

９月８日（木）  
 

 「会員スピーチ」 
        三田 昌資会員、王   杲会員 

山本 拓生 ・尾賀ガバナーをお迎えして。 

BOXへ 中野 孝治、三田 昌資、太田 靖彦 

 

井上 正佳 

・尾賀ガバナーのスピーチ楽しみにして

 います。 

 

太田 勝彦 

・尾賀ガバナーようこそ際田幹事よろ 

 しく 

【 】 小計  3,000円  今年度累計  15,000円 
目標額 56,000円 達成率 27％ 1人当たり2,000円以上   

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

京都西南ＲＣと合同 
「ガバナー公式訪問所感」 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計  2,000円      累計  44,500円 

９月は基本的教育と識字率向上月間 

BOXへ 井上 正佳、中野 孝治、吉田   修 

万殿 慎二、田中   守、三田 昌資 

菱田 匤樹 

【 】 小計  16,000円 今年度累計 153,000円 
目標額 672,000円 達成率 23％ 1人当たり24,000円以上 

末永  寛 ・尾賀ガバナーをお迎えして。 

BOXへ 井上 正佳、髙橋 英明、太田 勝彦 

 

 

京都西南RCと合同「秋の家族会」 のご案内 
 

日 時：  ２０２２年 ９月１０日(土) 
    ９：００～  プール  

    １０：００～ モーターボート＆ヨットの乗船 

     （午後からも運行予定です） 

    １２：００～ 開会 BBQ 
 

場 所： 「マリーナ雄琴」 
 

会 費： 会 員             ￥１０,０００－ 

      ご家族(中学生以上)    ￥  ９,０００－             

     ご家族(お子様)        ￥ ５,０００－ 
 

※ 例会受付において出欠をご記入ください。 

RⅠ第2650地区ガバナー 
 
    尾賀 康裕様 

 

万殿 慎二 

・尾賀ガバナー本日はよろしくお願い

 します。 

内田 勝彦 ・尾賀康裕ガバナーをお迎えして。 

・ガバナーをお迎えして。 

德田 正彦、髙橋 英明 

 ・尾賀ガバナーをお迎えして。 

林  良訓、児嶋 雄二、森  正廣 

上原 従正 

瀬田 保二 ・尾賀ガバナーを歓迎して。 

谷口 泰義 ・西南様の絆有難うございます。 

田中  守 ・西南様の皆様、お世話になります。 

 

吉田  修 

・祝、仙台育英高校 

 仙台は家内の生まれ故郷です。 

吉田  修 ・ガバナーをお迎えして。 

田中  守 ・ガバナーをお迎えして。 

 

万殿 慎二 

・西南ロータリークラブの皆様 

 よろしくお願いします。 

 

内田 勝彦 

・９月１０日の合同家族例会よろしく 

 お願いします。 

林  良訓 ・西南ＲＣの皆様お世話になります。 

 

内田 勝彦 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 本日はお世話になります。 

BOXへ 三田 昌資 



202２-202３年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 井上 正佳 

副会長 （役員） 太田 勝彦 

会長エレクト （役員） 王   杲 

直前会長 （役員） 山本 拓生 

幹事 （役員） 髙橋 英明 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 中野 孝治 

親睦 （理事） 万殿 慎二 

（クラブ管理・運営）  

プログラム （理事） 菱田 匤樹 

ニコニコ  谷口 泰義 

ソング  吉田  修 

出席  稲掛 英男 

炉辺・川クラブ 上原 従正 

職業奉仕 （理事） 内田 勝彦

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 末永  寛 

青少年奉仕 （理事） 三田 昌資 

国際奉仕 （理事） 児嶋 雄二 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 出射 靖生 

広報 （理事） 中川 俊夫 

会員増強   太田 勝彦 

戦略計画   王   杲 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  山本 拓生 

副幹事   内山 正元 

       （書記兼）菱田 匤樹 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   森  正廣  

   上山 泰弘 

 

 
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  

 9/7 京都 -新会員スピーチ-                〇 
「最新の住宅のご紹介」     生水 誠通様 

（水） 京都西北 「総合支援学校の進路に関する取組について」 
京都市立鳴滝総合支援学校 菊池里香様、高田
加寿子様、京都西南RC会委員 大嶽幸夫様  〇 

 京都北東 「未定」 

 京都嵯峨野 「不登校の現状とフリースクールについて」 
   一般社団法人YUME理事 中野 雄介様 

 京都朱雀 会員スピーチ「私の履歴書」     〇要連絡 
福田 裕子会員、宇根田卓 会員 

9/8 
京都南  12：15 

「酸化に抗う栄養素～細胞レベルのアンチエ
イジング～」 uworth代表 管理栄養士  
                 板西麻依子様 〇 

（木） 京都北 ｢マクラの大切さ｣                 〇 
同志社女子大学 教授 影山 貴彦様 

 京都洛北 「柔らかなこころ」                 ▲ 
相愛大学学長 釈  徹宗様 

 
京都洛東 

「わが祖国ウクライナに平和を！」 〇要連絡 
京都市国際交流会館 館長 藤田 裕之様 

  職員             シガル･オレーナ様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「日本」の由来-万葉1300年、明治維新150年-
國學院大學教授〔特別専任〕上野  誠様  〇 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「ロータリー財団セミナー報告」 北岡 治子様 
｢クラブ米山奨学委員長会議報告｣ 
                  津田 定明様 〇 

 京都さくら 
18：30 

「吉田神社について（仮称）」    〇要連絡 
吉田神社氏子講社理事 鈴鹿 博次様 

 京都乙訓 「特別休会」                    × 

9/2 京都東 「AIがもたらす【テーラーメード健診】とは？」 〇 
会員 丸中 良典様 

（金） 京都伏見 「桃山学園へようこそ」       〇要連絡 
京都府立桃山学園 園長  岩本 俊也様 

 

京都洛西 

「京都コンサートホールの自主事業について―
アフター・コロナを見据えて」     〇要連絡 
京都コンサートホール事業企画課長兼プロ
デューサー             高野 裕子様    

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム①」         〇要連絡 

9/5 京都西 「陰陽道と晴明神社」  晴明神社宮司  
       京都紫野RC会員 山口 琢也様 〇 

（月） 
京都紫野 

「ラグビーから紐解く～今、必要なリーダーの
条件とは～」                    〇 
     ラグビー元日本代表 大八木 淳史様   

 京都中 「ガバナー公式訪問所感」           〇 
RI第2650地区ガバナー 尾賀 康裕様 

 京都平安 18：30 「未定」 

9/6 京都東山 「休会」                       × 

（火） 京都西南 クラブデー、新入会員スピーチ        × 
小林一理会員、小原弘也会員 

 
京都洛中 

「メタバースの可能性～これから創出されるビ
ジネス～」㈱ トーセ 代表取締役会長兼ＣＥＯ  
 京都商工会議所 副会頭 齋藤  茂様  〇 

 京都洛南 「転ばぬ先の杖～在宅医療の現場より～ 〇 
㈱土井輝子研究所 代表取締役 土井輝子様 


