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Vol.３３-１２  第１５０３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 

障害者支援施設 DO 

「東京タワー」 

行事予定 

◆クラブ内行事    
 １０月 ６日（木） 通常例会 理事役員会 
 １０月 ８日（土） ポリオ根絶活動およびウクライナ避難民支援協賛  
  第７７回京都市内２４ＲＣ懇親チャリティーゴルフ大会 当クラブが担当 

 １０月１３日（木） 休会 
 １０月２０日（木） 通常例会 役員指名委員会 
 １１月 ３日（木） 祝日休会 
◆地区行事  
 １０月１１日（火） ロータリーほろにが会 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 18：00～ 

（井上、万殿、内田、王、山本の各会員） 
 １１月 ３日（祝） IM（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）第３組 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ京都 13：30～15：30 
  会長会議 11：30～、新会員ｾﾐﾅｰ 10：00～12：50 
 １１月 ６日（日） 2022-23年度インターアクト地区大会 ｳﾞｨｱﾄｰﾙ学園洛星高校 
  10：00～16：30 
 １１月１６日（水） 京都市内２４ＲＣ連絡協議会 第１回 合同幹事会 
 
 
 



 ２０２２年１０月６日（木）  第１５０３回例会  Vol.３３－１２ 

１．本日例会例会終了後、理事役員会を開催いたし

 ます。 

２．今週の土曜日（１０/８）、当クラブが担当で

 滋賀県瀬田ゴルフにおいて、ポリオ根絶活動および

 ウクライナ避難民支援協賛第７７回京都市内２４

 ＲＣ懇親チャリティーゴルフ大会を開催します。

 会員各位のご協力よろしくお願いいたします。 

３．次回、１０月１３日（木）の例会は休会です。 

４．１０月１１日（火）１８時より、京都ブライトン 

 ホテルにおいてロータリーほろにが会が開催され

 ます。 

◆ロータリーレートについて 
日本事務局より、１０月のレートは１ドル１４５円と 
お知らせが届きました。（参考：９月１３９円） 
 

◆市内ＲＣの例会開催について 
各ロータリークラブビジター受付の対応はクラブによ
り異なります。他クラブの例会出席の際には、事前に
当事務局に確認のうえ、ご出席ください。 

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 

 「ポリオ根絶活動およびウクライナ避難民支援協賛  

  第７７回京都市内２４ＲＣ懇親チャリティーゴルフ 

  大会の打合せ」   

閉会点鐘    13：30   

 

Ｒ財団グローバル奨学生８月留学報告書 
 

  中村 友香 
８月の留学生活 
８月は卒業論文についての作業を進めつつ、卒業後に
向けて就職活動をしたり、Graduate Visa の取得に向
けて、新しいイギリスでの家を探したりなどやるべき
ことが多くあり、何か終えても次のタスクが差し迫っ
てくるような形で、とても忙しい一か月でした。気候
は７月の最も暑い時期と比べると過ごしやすくなってき
ましたが、まだ衣替えはできないくらいの気温でした。  
 

卒業論文について 
今月は先月までに抽出したデータを基に、統計解析や
卒業論文の執筆を始めました。私の卒業論文では「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」
ということが大きな目的ですが、データ収集の際にコ
ロナ禍に行われたランダム化比較試験のデータを取る
ことを踏まえ、COVID-19 やワクチンに関するランダム
化比較試験が他の一般的なランダム化比較試験と比べ
てどれほど参加者を集めていたり、その数を維持し続
けているかということも新たに目的に加えました。  
 

大学のキャリアサービスの利用 
卒業論文を書く一方で、卒後の就職活動に向けて初
めてイギリスでのキャリアに関して相談できる大学
の窓口を利用しました。今まで自分自身で考えた履
歴書を企業に提出していましたが、イギリスで第三
者の方からフィードバックを受けたことはありませ
んでした。今回は基本的な履歴書の書き方について
フィードバックを受けて書き直すことができまし
た。このキャリアサービスは卒後 2 年間使うことが
できるので、フルタイムの仕事を得るまでにオンラ
インでのインタビューの練習などを申し込んで自分
の能力を改善したいと思います。  
  

シェフィールドでの食事 
シェフィールドでは様々なレストランがあり、時々
訪れています。イギリスでは朝食としてパンとベー
コン・ソーセージ、トマトと赤豆、卵焼きとマッ
シュルームを合わせたスタイルをよく見かけます。
シェフィールドにあるカフェでも下の写真のような
朝食セットを見かけました。また、シェフィールド
で一番お気に入りのレストランはトルコ料理のお店
で、羊肉をヨーグルトベースのソースと合わせた
バーベキューのような料理を必ず注文していまし
た。シェフィールドには様々な国から来た留学生が
住んでいるため、様々な国の料理を扱うレストラン
があります。  

中村友香さんから、８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。 

 

◆『ロータリーの友』創刊７０周年特別企画

 

Ｉ.Ｍ.とは… インターシティー・ミーティングの

略称で、語源としては複数の都市のクラブで実施す

る都市連合会のことで、主に分区内のクラブ合同の

四大奉仕部門にわたる自由討論集会。 

その目的は、会員相互の親睦と面識を広め、会員に

ロータリー情報を伝えることにある。一般的には分

区単位で行われるが、複数の分区で実施される場合

もある。 



１０月２０日（木）  
 

「英国公衆衛生留学からの学び」 
 ロータリー財団グローバル補助金奨学生         
    中村 友香様 

【 】 小計  1,000円  今年度累計  16,000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％ 

「会員スピーチ」 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計  1,000円      累計  47,500円 

１０月は経済と地域社会の発展月間 

BOXへ 中野 孝治、田中   守、万殿 慎二 

吉田   修 

【 】 小計  10,000円 今年度累計 214,000円 
目標額 672,000円 達成率 30％ 1人当たり24,000円以上 

 

出射 靖生 

・コロナ感染者１,０００人を切る様に 

 なってきました。 

BOXへ 中川 俊夫、田中  守、髙橋 英明 

稲掛 英男、万殿 慎二、井上 正佳 

内山 正元 ・やーっと、涼しくなってきました。 

【ニコニコ箱】 小計 29,000円 今年度累計 410,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 29％ 

BOXへ 児嶋 雄二、中川 俊夫、中野 孝治 

 

谷口 泰義 

・お聞きづらいと思いますがよろしく 

 お願いいたします。 

稲掛 英男、万殿 慎二、田中  守 

・吉田会員、谷口会員のスピーチ楽しみです。 

 

吉田  修 

・本日、スピーカーをつとめさせて 

 いただきます。 

 

髙橋 英明 

・吉田さん、谷口さんのお話し楽しみ

 にしています。 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 169,000円 

目標額 761,600円 達成率 21％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

出射 靖生 ・吉田、谷口会員のスピーチ楽しみに。 

 

吉田  修 

・少し、寝つきがよくなってきまし

 た。 

吉田   修会員 

 

 

2022-23年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 

ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）第３組 
 

日 時  １１月３日（祝）  開場 １３：００～   

   １３：３０～１５：３０ IM終了後に懇親会開催 
 

会 場  ホテルオークラ京都 
 

テーマ  新たな挑戦 感性とやさしさの時代を考える 

 

講 演  「モノの見方を変えると 見えてくる世界が

    ある」      小山 汀奈氏 

登録費  ５，０００円 

 

ホストクラブ 京都中RC 

 

出席者  井上、児嶋、万殿、中野、太田靖、末永 

   髙橋、谷口、内山、王、吉田の各会員 
 

  「会長会議」  

 日 時 １１月３日（祝） １１：３０～ 

 場 所 ホテルオークラ京都 ３階 「光舞の間」 

 出席者 井上会長 
 

  「新会員セミナー」  

 日 時 １１月３日（祝） １０：００～１２：５０ 

 場 所 ホテルオークラ京都 ３階 「翠雲の間」 

 出席者 太田靖会員 

９月２９日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 ２２名（４名）   ８４．６２％ 
ご来客  ０名 
９/８ＭＵ後の出席率  ７６．９２％ 

 

林  良訓 

・ごめんなさい 谷口さん、吉田さん 

 早退おわび。 

出射 靖生 ・皆様お久し振りです。 

 

森  正廣 

・テニスの季節、朝の運動はすがすが 

 しい。 

谷口 泰義会員 

瀬田 保二、上原 従正、末永  寛 

・吉田会員、谷口会員のスピーチ楽しみに。 

 

井上 正佳 

・吉田会員、谷口会員 

 スピーチ楽しみにしています。 

德田 正彦 ・早退おわび。 

出射 靖生 ・ポリオの無い世界を。 



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  

10/12 京都 「現代社会と漢方」 聖光園 細野診療所  
  理事長、京都R.C.会員  中田 敬吾様 〇 

（水） 京都西北 「休会」                       × 

 京都北東 「未定」                       ▲ 
米山奨学生 楊宗翰さん 

 京都嵯峨野 「休会」                       × 

 京都朱雀 クラブデー 第2回クラブアッセンブリー  
                        要連絡 

10/13 京都南  12：15 会員スピーチ                   〇 
    「仕組みの成功事例」 槇野 常美会員  

（木） 
京都北 

第2回クラブ・フォーラム｢若者が暮らせる街・
京都 テーマ：「衣｣パネラー きもの研究家、  
  西陣和装学院 学長 毛利 ゆき子さん 〇 

 京都洛北 「クラブデー」                   ▲ 

 京都洛東 「わたしのふるさと」            要連絡 
米山奨学生 ドーフォンタム さん 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「異国で自分を再発見」            〇 
米山奨学生 郭  詩敏様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

－米山スピーチ－｢私と夢の国『日本』」   〇 
米山奨学生  シンハスウィッチ,ワリサラー君 

 京都さくら 
18：30 

「休会」                       × 

 京都乙訓 「特別休会」                    × 

10/7 
京都東 

-米山月間スピーチ-              〇 
「植物研究及び農業の発展について 」 

米山奨学生 チャガンジャン君 

（金） 京都伏見 「未定」 

 京都洛西 「生きる」                   要連絡 
清水寺 成就院 住職 大西 英玄様  

 京都紫竹 「米山奨学生スピーチ」             〇 
 ハーフヤード, ソフィア ドミニクさん 

10/10 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 18：30 「祝日休会」 

10/11 京都東山 「休会」                       〇 

（火） 京都西南 「国際奉仕フォーラム」             × 

 京都洛中 -音楽例会-「戦争が舞台となった名画の主題 
 歌」    テノール歌手 加藤ひろゆき様 〇 

 京都洛南 「休会」                      × 


