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例会日  木曜日  12：30～13：30   例会場  京都センチュリーホテル 

2014～15京都桂川RC 
会長ﾃｰﾏ 千田  適 

THE ROTARY CLUB OF  

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERED  
AUGUST 21.1989 

京都桂川ロータリークラブ 

W E E K L Y  B U L L E T I N 
201４～201５ 

【姉妹クラブ】  
  台湾三重中央ロータリークラブ 

【友好クラブ】  
  札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱インターアクトクラブ】  
  京都府立洛西高等学校 

       インターアクトクラブ 

2014～15ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ 

 

-謙虚・誠実・精励- 
「ロータリーは心くばり」 

 北河原 公敬ガバナー 

-Ｌｉｇｈｔ Up Rotary- 

2014～15RIﾃｰﾏ 

「ロータリーに輝きを」 

 ゲイリーＣ.K.ホァンRI会長 

京都桂川ＲＣは創立25周年 

201５.３.２６ No.1212 Vol.25-34 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

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。 

第１２１２例会 ２０１５年３月２６日（木） Vol.２５-３４ 

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「花」 

 友愛の握手 

  ご来客のご紹介 

   会長挨拶 

    食事歓談 

    寄付報告 

  幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ    13：00 

  「最新の虹彩認証システムと 

      世界のマーケット」 
Citibank Japan 財務部 

ハドソンジャパン財務部 

日本コーバン株式会社代表取締役 

アイリテックジャパン 執行役員営業本部長 

       児嶋  亨様 

閉会点鐘    13：30 

 

児嶋 亨（こじまとおる）様 
 

ご略歴 

 米国国際経営学修士課程修了 

 米国公認会計士合格 

 

Citibank Japan 財務部 

ハドソンジャパン財務部 

日本コーバン株式会社代表取締役 

アイリテックジャパン 執行役員営業本部長 

  

2015～16年度 地区研修・協議会のご案内 

 
 

日 時：５月２日（土）   

１０：００～ 受付 (京都劇場) 

１０：３０～ 全体会議･午前 (  〃 ) 

１１：１０～ 分科会   (ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 

１２：５０～ 昼食    (   〃    ) 

１３：５０～ 全体会議･午後 (京都劇場) 

１６：３０ 終了 
   

場 所： 全体会議 京都劇場 

  分科会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 
 

出席義務者：会長、幹事、ｸﾗﾌﾞ管理運営、 

  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾛｰﾀﾘｰ財団、米山奨学、 

     公共ｲﾒｰｼﾞ（広報）、会員増強 

 

＊当日受付および全体会議を「京都劇場」で行 

 い、その後各分科会会場へ移動いただきます。 

＊昼食の用意があります。 

 

◇事務局移転のお知らせ 

亀岡ロータリークラブ 

 移転日 ２０１５年３月２９日（日） 

 新住所 〒６２１―０８０４ 

       京都府亀岡市追分町馬場通２１―１２ 

  石川ビル３Ｆ      

  ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールアドレスは変更ありません。 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

３月３０日（月）京都西ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

３月２７日（金）京都東ＲＣ 

３月３１日（火）京都東山ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

  

クラブ・デー 

 第８回クラブ討論会（広報・IT・雑誌・会報） 

    一口 茂樹広報委員長 

RLI卒後コース研修を

修了された稲掛会長エ

レクトと千田会長 ↓ 

↑ おめでとうございます 

３月会員誕生日のお祝い 

安田会員、千田会長と 

森会員  

 

  今日の歌 「花」  
作詞 武島 羽衣 作曲 滝 廉太郎 

 

春のうららの隅田川 

のぼりくだりの船人が 

櫂
かひ

のしづくも花と散る 

ながめを何にたとふべき 



 

  行事予定  

◆地区内行事 

  ４月１１日（土） 地区大会 

 会長・幹事・地区委員長会議  

 ﾎﾃﾙ日航奈良 13：30～15：30 

 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会  

 ﾎﾃﾙ日航奈良 17：00～19：00 

４月１２日（日）地区大会 

 本会議 11：30受付 13：00～16：30 

 大懇親会  17：00～18：30 

 なら100年会館 

４月２５日（土）京都洛中ＲＣ創立35周年記念例会 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

４月２５日（土）2015学年度米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰのため

 のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・懇親会 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 10：00～14：00 

５月 ２日（日）2015-16年度 地区研修・協議会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 10：30～ 

５月１５日（金）～RYLA 福井県ｱｶﾃﾞﾐｱﾎﾃﾙ 

  １７日（日） 

 ◆クラブ内行事  

 ４月１９日（日） 障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

 ５月１０日（日） 第１８回川ｸﾗﾌﾞ友好の集い（岡山旭川ＲＣﾎｽﾄ） 

 ５月２３日（土） 賛西会 18：00～ ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 

 ５月３１日（日） 春の家族会 ﾏﾘｰﾅ雄琴 

第１８回川クラブ友好の集い 
 

日 時：２０１５年５月１０日（日） 

登録受付 １０：３０ 

開  会 １１：００ 
 

集合場所：倉敷美観地区「大原美術館」本館入口前 
  倉敷市中央1-1-15 
 

登録料：お一人 １０，０００円 
 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：岡山旭川ＲＣ 
 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： 

10：30 登録受付 

11：00～11：40 美術館学芸員によるﾚｸﾁｬｰ 

11：50～13：20 大原美術館本館、分館、工芸・

 東洋館・児島虎次郎記念館、 

大原家旧別邸「有隣荘」を見学。 

13：30～ 倉敷ｱｲﾋﾞｰｽｸｴｱにて昼食親睦会 

 

【路線情報】 

 
 

 

 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】小計 13,000円 今年度累計 1,217,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 94％ 

 

千田  適 

・一口さん、本日のクラブ討論会 

 よろしくお願いします。 

林  良訓 ・雨ですね。 

森  正廣 ・東京新橋のおでん屋さん盛況でした。 

出射 靖生 ・湿度95％梅雨の様な日ですね。 

 

吉田  修 

・お彼岸に入りました 

 お墓参りをしましょう。 

BOXへ 万殿 慎二、中川 俊夫、一口 茂樹 

田中  守、稲掛 英男、岸上 隆幸 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 4,000円 今年度累計  158,000円 
目標額 400,000円 達成率 40％ 

BOXへ 田中  守、吉田  修、岸上 隆幸 

山本 拓生 ・長男が洛西高校にお世話になります。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計      0円  今年度累計  69,970円 
目標額 40,000円 達成率 175％ 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

【米山奨学会箱】 小計 5,000円 今年度累計 446,000円 
目標額 600,000円 達成率 74％ 

千田  適 ・雨いやですね。 

上原 従正 ・３寒４温、春の気配を感じます。 

① 京都 → 岡山 → 倉敷 10：16到着 
 8：49～9：50  10：05～10：16  片道7,710円 
 JR新幹線のぞみ5号  JR特急やくも7号 

 

② 京都 → 岡山 → 倉敷 10：27到着 
 8：49～9：50  10：10～10：27    片道7,340円 
 JR新幹線のぞみ5号  JR山陽本線・三原行 

次回例会 ４月２日（木） 
  

「乳癌について～疫学・診断・治療～」 

京都桂病院 乳腺科副部長 

上原 正弘様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月１９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２３名（３名）８５．１９％ 

ご来客  １名 

３月５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．７１％ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 13,000円 今年度累計 473,000円 
目標額 550,800円 達成率 86％ 

安田  勝 ・世界の平和と安定を願って。 

 

出射 靖生 

・内田さん 

 炉辺会議御世話になります。 

谷口 泰義 ・雨でも春の雨よろしいですね。 

 

内山 正元 

・伏見への道すがら、早や、モクレンが 

 咲いていました。 

森  正廣 ・３月は誕生月です。 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、田中  守 

 



安田  勝 出席委員長 

千田  適 

中川 俊夫 副会長（会員増強委員長兼任） (役員) 

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

S.A.A. 

会 計 

幹 事 

ソング委員長 

クラブ管理･運営委員長 

親睦委員長 
プログラム委員長 

ニコニコ委員長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 出射 靖生 

吉田  修 

藤井文治郎 

児嶋 雄二 

瀬田 保二 

上山 泰弘 

内田 勝彦 

万殿 慎二 

内山 正元 直前会長 (役員) 

稲掛 英男 会長ｴﾚｸﾄ（ｸﾗﾌﾞ副研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

末永  寛 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

髙橋 英明 (理事) 

山本 拓生 

松尾 義平 

上原 従正 

職業奉仕委員長 

新世代委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 (理事) 

(理事) 

(理事) 

田中   守 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長 

一口 茂樹 広 報 委 員 長 (理事) 

(理事) 

森  正廣 

太田 勝彦 

髙橋 英明 

鎌野 孝和 

山本 拓生 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

千田  適 戦 略 計 画 委 員 長 

「釜の美と観賞」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
千家十職釜師 十六代 大西清右衛門様 

18：00～ 

18：30～ 

京都西山 

京都さくら 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ  8：00～ 

４月２日 

（木） 

秋元 時男会員 飛騨 富久会員 中坊 四郎会員 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

「悪質商法の手口と対処法」 

京都大学総合博物館 館長 大野 照文様 

「休会」 

～社会奉仕クラブ・フォーラム～ 

「角倉了以とその一族」 

「今後の『まちづくり』について」 

＜京都紫野RCとの合同例会の為、臨時変更＞ 

比叡山延暦寺一山南山坊住職 北嶺大行満大阿闍梨 光永 覚道様 「回峰行のこころ」 

「未定」 

「新たな燃料電池自動車と京都発電器自動車への期待」 

「新入会員 木下泰一君入会式及び歓迎例会」 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

クラブ会報・雑誌委員会委員長 会員 田村 善弘様 

消費生活専門相談員 山本 博美様 

＊ビジター受付はありません。 

クラブ・フォーラム 

「山寺からのメッセージ」 

「会報委員会の流れ」 

－会員スピーチ－ 

「故・玉井名誉会員追悼例会」 

－新会員スピーチ－「私のホテルマン人生、ホテリエとしての50年」 辻  弘嗣様 

例会変更 「夜間例会」 

＜京都西RCとの合同例会＞ 

－新会員スピーチ－ 

「土地価格の仕組みと今後の地価傾向」 

長岡京市長 中小路健吾様 

 

ＺＥＮ不動産鑑定 代表、不動産鑑定士 山下善彦様 

 

佛教大学教育学部 教授 京都市男女共同 

参画ｾﾝﾀｰ ｳｨﾝｽﾞ京都館長 西岡 正子様 

会員 戸川 隆博様 

一般社団法人RDRDｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ患者代表 香取 久之様  

角倉 吾郎様 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ブライトンＨ】 

【京都ｴﾐﾅｰｽ】 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

３月２７日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 18：30～ 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

３月３０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月３１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月１日 

（水） 

「私の旅館経営」 

龍村  旻様 井筒 平和様 

「桜 見に行かん」 

「日本の教育の特徴－しつけから生涯学習まで－」 

お花見例会 例会臨時変更 12：30～「鶴清」 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

2014～2015年度  役員・理事・委員会構成 

友好ｸﾗﾌﾞ委員長 林  良訓 

森  正廣 創立25周年実行委員長 

㈱湯元館 代表取締役会長 利他ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 針谷  了様 

「日本語のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ-環境と言葉」京都工業繊維大学大学院 

工芸科学研究科 教授 澤田 美恵子様 

ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 林  甫様、田平 義昭様、山仲 修矢様 

四国大学学長、京都大学名誉教授 

ニチコン㈱社外取締役 松重 和美様 

岩屋山 志明院 住職   田中  眞澄様 


