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Vol.３３-１３  第１５０４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２０日（木） 通常例会 役員指名委員会 （井上、髙橋、万殿、山本、王の各会員） 
 １０月２７日（木） 通常例会 クラブ・デー ※例会場は「千の間」に変更になります 
 １１月 ３日（木） 祝日休会 
 １１月１０日（木） 通常例会 理事役員会 
  
◆地区行事  
 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                （三田会員） 
 １１月１６日（水） 京都市内２４ＲＣ連絡協議会 第１回 合同幹事会 
  ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都３階 17：30受付 会議18：00～ 懇親会18：30～ 

（髙橋会員、内山会員） 
 
 
 
 



 ２０２２年１０月２０日（木）  第１５０４回例会  Vol.３３－１３ 

１．本日例会終了後、役員指名委員会が開催されます。

２．次週例会の会場は「千の間」に変更になります。 

例会プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 四つのテスト 」 

今日の歌 「 紅葉 」  

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 

「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 

 閉会点鐘    13：30   

 

 Ｒ財団グローバル奨学生９月留学報告書 
 

  中村 友香 
９月の留学生活 
9月は卒業論文の執筆の仕上げをする一方で、新しい住
所への引越しなど次の生活への準備も並行して行って
いました。他のコースの友人などは8月末に卒業論文を
提出する人が多かったのですが、私の所属する公衆衛
生学コースでは9月中旬の提出となっており、少し他の
学生をうらやましく思いながら執筆していました。 
卒業論文提出前に大学の寮から出る必要があったので
提出日数日前からホテルに滞在して卒業論文を執筆し
完成させました。  
  
卒業論文について  
私の修士論文は「Recruitment and retention of par-
ticipants in randomised controlled trials: a  
review of trials funded and published in the lead-
ing medical journals」です。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した。今月はデータ解
析や卒業論文の一部のドラフトの提出まで終え、卒業
論文を最終化する段階でした。卒業論文のデータは 
BMJ, JAMA, LANCET, NEJM という4つの主要な医学雑誌
に 2021年12月から2022年2月に出版されたランダム化
比較試験から抽出しました。データ解析では論文の目
的にも沿いつつ、私の supervisor の方々が出版して
いた、NIHR（イギリス国立健康研究所）の図書館デー
タベースで出版されたランダム化比較試験の参加者目
標の達成率やその維持率についての論文の結果とも統
計解析で比較しました。  
  

日本の大学院では修士論文の提出後に口頭試問などが
ありますが、英国の大学院ではオンラインで修士論文
を提出するのみです。修士論文がパスしたことを確認
した後にようやく公衆衛生学コースを正式に修了した
ということになります。  
  

卒業後について修士論文の結果が出て正式に大学院の
コースを修了できた後に初めて Graduate Visa という
卒業後のビザを申請することができます。私はこの 
Graduate Visa を使って 2 年間の間にイギリスで公衆
衛生に関するフルタイムの仕事を得ようと計画してい
ます。このビザは留学生に卒後 2 年間でフルタイムの
仕事を得るためにイギリスに滞在することを許可する
ビザです。イギリスでの就活には競争力が必要です
が、大学院での学びや今後の 2 年間の時間を活かして
自分にとってベストな仕事を得たいと思います。  
  
シェフィールドバルカンロータリークラブでのプレゼ
ンテーションについて卒業論文の提出後、シェフィー
ルドバルカンロータリークラブにてプレゼンテーショ
ンをさせていただきました。留学を通して公衆衛生分
野でどのような経験やスキルを得たか、またそれらを
どのように今後に活かしていくかを共有させていただ
きました。                 ⇒ 

中村友香さんから、９月の報告書が届きました。 

日 時 2022 年１０月６日(木) 例会終了後 
出席者 井上、太田、王、山本、髙橋、中野、万殿、
 内田、末永、児嶋、中川の各会員 

議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．前年度繰越金の取り扱いについて 
  ⇒２００万円を周年積立に振替える。 
４．秋の家族会について  9/10（土） 
  ⇒親睦委員会の支出は５，９９０円 
５．市内24RC懇親ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会について 10/8（土） 
  ⇒６時１５分に現地集合 
６．第４回クラブ討論会について 10/27（木） 
  ⇒米山奨学生スピーチ 
７．第５回クラブ討論会について（財団・米山）11/24（木） 
  ⇒地区財団資金推進委員の万殿会員が担当する。 
８．クリスマス家族例会について 12/24（土） 
  ⇒会長と親睦委員会で協議して決定する。 
９．「パラスポーツ大会」について 
  ⇒来年の春、西総合支援学校において８チームで 
   開催予定。 
10．その他  ・同好会について 

 今日の歌      「紅葉」  

秋の夕日に照る山紅葉 

濃いも薄いも数ある中に、 

松をいろどる楓（かえで）や蔦（つた）は 

   山のふもとの裾模様（すそもよう） 



１０月２７日（木） - 米山奨学生スピーチ - 
「学生生活、日本の生活 」 
          劉  希玲 様 

【 】 小計  1,000円  今年度累計  17,000円 
目標額 56,000円 達成率 30％ 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％ 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計  2,000円      累計  49,500円 

１０月は経済と地域社会の発展月間 

BOXへ 井上 正佳、中川 俊夫、万殿 慎二 

三田 昌資、德田 正彦、末永  寛 

稲掛 英男、王   杲、中野 孝治 

【 】 小計  19,000円 今年度累計 233,000円 
目標額 672,000円 達成率 35％ 1人当たり24,000円以上 

林  良訓 ・いよいよゴルフ大会ですね。 

BOXへ 髙橋 英明、稲掛 英男、万殿 慎二

井上 正佳 

内田 勝彦 ・土曜日、雨が降りませんように。 

【ニコニコ箱】 小計 30,000円 今年度累計 440,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 33％ 

BOXへ 稲掛 英男、児嶋 雄二、中川 俊夫 

三田 昌資、中野 孝治 

 

 

井上 正佳 

・明後日、チャリティーゴルフです。 

 今日の打ち合わせしっかりやりま

 しょう！ 

林  良訓 ・ゴルフ大会のお天気ちょっと心配ですね。 

 

内田 勝彦 

・チャリティーゴルフ大会 

 よろしくお願いします。 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 178,000円 

目標額 761,600円 達成率 23％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・本日、ソングリーダーさせていただき 

 ます。 

菱田 匤樹 ・男の子産まれました。 

１０月６日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 ２０名（２名）   ８３．３３％ 
ご来客  ０名 
９/１５ＭＵ後の出席率  ８０．７７％ 

上原 従正 ・秋を味覚と体感で感じはじめました。 

森  正廣 ・鳥羽菅島で伊勢エビを食す。 

 

内山 正元 

・やっと涼しくなりました。 

 キンモクセイの香りがいいですね。 

 

末永  寛 

・田中さん、先日はありがとうござい 

 ました。 

德田 正彦 ・１０月に入り急に涼しくなりました。 

 

 ⇒ 
プレゼン後に修士課程を終えたと
いうことでプレゼントをいただき
ました。シェフィールドは鉄鋼業
の街なので、シェフィールド産の
ケーキナイフをいただいたり、ア
ンティーク陶器の小物入れなどを
いただきました。また Hard Times 
という小説本をいただき、その一
節をご紹介していただきました。  
  
 エリザベス女王の崩御について 
修士論文の執筆を終えた数日後にエリザベス女王が崩
御されたというニュースを耳にしました。この知らせ

に多くの友人が反応して
いましたが、女王に対す
る意見は様々でした。た
だ、この一年間で最も大
きなニュースの一つであ
ることは間違いありませ
んでした。私は 9 月 19 
日の女王のお葬式の日に
ロンドンに滞在していた

ので、駅で多くの人が黙祷をしている場に同席した
り、多くの人が路上でロイヤルファミリーを待ってい
る姿を見ました。  

髙橋 英明 ・涼しくなってきました。 

万殿 慎二 ・菱田さんおめでとう。 

森  正廣 ・白髭神社、菅島神社、参拝。 

BOXへ 王   杲 

「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」 

 

京都西RC創立65周年記念 

ウクライナ避難民支援チャリティーコンサート開催のご案内 
 

開 催  １０月２９日（土）   

   開場 １４：３０～ 開場１５：００  
 

会 場  京都外国語大学 森田記念講堂 
 

参加費  無料 
 

例会受付にてチラシを置いています。 



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  

10/26 京都 -夜間例会・懇親会-               〇 

（水） 京都西北 「京都西北ローターアクトクラブとの合同例会」
→27日(木)18:30～               〇 

 京都北東 「移動例会」→ｱｰﾊﾞﾝ二条ﾌﾟﾚﾐｱﾑに変更  × 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                  〇 

 京都朱雀 -米山月間-「奨学生卓話」       要連絡 
 コー・ユン・カング君 

10/27 京都南  12：15 「ツキを呼ぶ魔法の言葉」           〇 
工学博士 五日市 剛様 

（木） 京都北 ｢未定｣       映画監督 白羽 弥仁様 〇 

 

京都洛北 

「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」 京都市総合企
画局ＳＤＧｓ・市民協働推進部長 山崎 正和様 
「The Future of KYOTO AWARD」      ▲ 
京都市総合企画局大学政策部長 三木仁史様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」         要連絡 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「映画小道具今昔話」㈱髙津商会 代表取締 
  役社長、京都西RC会員 髙津 博行様 〇 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「社会奉仕フォーラム」             〇 
社会奉仕委員長   萩原 暢子 さん 

 京都さくら 
18：30 

米山月間スピーチ「私、どんな人か」 要連絡 
2022年度米山奨学生 梁  凱欣様 

 京都乙訓 「特別休会」                   ×  

10/21 
京都東 

「いけばなによるソーシャル・イノベーション」
NPO法人フラワー・サイコロジー協会理事長                  
                 浜崎 英子さん 〇 

（金） 京都伏見 「未定」  要連絡 

 京都洛西 -米山月間スピーチ-「ロータリーと私」  
   米山奨学生 オン, ユン ウェイ様 要連絡 

 京都紫竹 「創立記念例会 オーボエとチェロを楽しむ 
  音楽例会」  岡山理絵様、近藤浩志様 〇 

10/24 京都西 「地区社会奉仕委員会の活動について」    〇 
RI第2650地区社会奉仕副委員長 桐木孝和様 

（月） 京都紫野 第4回クラブフォーラム（青少年奉仕部門）  〇 

 
京都中 

「寝屋川市の歴史的建築物・八木邸の保存公  
 開活動に携わって」 京都市文化財マネー  
       ジャー（20-04号）岡内 章子様 〇 

 京都平安 18：30 次回例会は10月31日となります。 

10/25 京都東山 「グローバル補助金奨学生報告」竹内 絢子様
「クラブ戦略策定フォーラム」坂田 均会員 〇 

（火） 京都西南  社会奉仕フォーラム(嵐山こども相撲大会)  × 

 京都洛中 「第２回会員増強会議」 会員増強・退会防止・    
         拡大委員長 山野貫一郎様 〇 

 

京都洛南 

「京都市の犯罪被害者支援について～犯罪被
害者を支える地域社会の実現にに向けて～」 
京都市文化市民局くらし安全推進課長  
                   奥井 慶司様 〇 


