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「川」 
川を見ればその国がわかる 

川の音をきけば人々の声が聞こえる 

せせらぎに立てば川底の動きが伝わる 

祖国のこの川はどの流れを選ぼうとしているのだろうか 

そんな思いを描いてみました 

        鎌野 幸子 

（会員夫人） 
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 第１３０６例会    ２０１７年４月２７日（木） Vol.２７-３７ 

１．次回の例会は祝日休会です。 

２．５月１１日（木）例会終了後、現次年度理事役

 員会が開催されます。 

プログラム 

開会点鐘                                12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「鯉のぼり」 

  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  

  寄付報告   

スピーチ     13：00 

 「留学僧・空海の足跡を訪ねて」 

 明治国際医療大学 学長 

    岩井 直躬様 
     

閉会点鐘    13：30 

クラブ・デー 

 第４回クラブ協議会 

（地区大会報告） 

 

第２０回川クラブ友好の集い 
 

日 時： ２０１７年 ５月２１日（日） 

 集合・登録受付 １０時 出発 １０時半 

集合場所： Ｒ和歌山駅 東改札口 

会 費： １０，０００円 

見 学： 根来寺、医聖華岡青州春林軒展示館   

解 散： ＪＲ和歌山駅東口 １５時半 

ホストクラブ：粉河ＲＣ 

参加者： 中川会長、鎌野、森、谷口、德田 

   上原、安田の各会員、田中、吉田の各夫妻 

岩井 直躬（いわい なおみ）様 
 

ご略歴 

昭和47年3月 京都府立医科大学卒業 

昭和54年4月 京都府立医科大学助手（第一外科） 

昭和59年4月 京都府立医科大学講師（小児外科） 

昭和60年1月 京都府立医科大学助教授（小児外科） 

昭和62年9月 米国ユタ大学Visiting Professor 

  （小児外科） 

昭和63年7月 京都府立医科大学教授（小児外科） 

平成20年4月 京都府立医科大学附属病院手術部長兼務 

平成21年4月 京都府立医科大学附属病院長 

平成23年4月 明治国際医療大学副学長 

平成25年4月 明治国際医療大学学長 

  現在に至る 

学会役員 

日本小児外科学会会長 

太平洋小児外科学会会長 

太平洋小児外科学会理事長 

文部省学術審議会専門委員 

日本学術振興会科学研究費委員会専門委員 

受賞歴 

Soave賞（国際小児大腸肛門病学会） 2001年受賞 

Coe Medal賞（太平洋小児外科学会） 2016年受賞 

 

2017-18年度 地区研修・協議会 
 

 日 時  ４月３０日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 場 所  国立京都国際会館 

 出席予定者 
 内田、王、内山、児嶋、山本、出射、万殿、 

 髙橋、吉田の各会員 

12時00分～ 受付 

12時30分～ 全体会議（一部） 

13時25分～ 分科会 

15時00分～ 全体会議（二部） 

17時00分 終了 

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

５月 １日（月）京都西ＲＣ、京都中ＲＣ 

５月１８日（木）京都西山ＲＣ 

５月２４日（水）京都北東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

４月２８日（金）京都東ＲＣ 

 ビジター受付は行われません。 

 

青少年交換委員会： 

受入れ学生が決まりました。 

サラさん 女性、デンマーク出身 

２００１年１０月１５日生まれ、１５歳 



1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 55％ 

【 】     小計 1,000円 今年度累計 33,000円 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 114,000円 
目標額 400,000円 達成率 28％ 

‐会員スピーチ‐ 

      山本 拓生会員 

      安田   勝会員 

次回例会 ５月１１日（木） 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和 

◆地区行事 

 ４月３０日（日） 2017-18年度地区研修・協議会 

 国立京都国際会館 12：00受付 13：00～ 

 ５月１７日（水） ＲＩ第2650地区「ロータリー財団100周年 

 記念シンポジウムと集い」 14：00～ 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

 ５月１９日（金） 第３回京都市内24RC連絡協議会 

 会長・幹事会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

 17：30受付 18：00～ 

 ５月２０日（土） 2016-17年度 賛西会 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 17：00受付 17：30～ 

◆クラブ行事 

 ４月２７日（木） 桂友会 美濃吉 烏丸四条店 17：00～ 

 ５月２１日（日） 第２０回川クラブ友好の集い 

 ＪＲ和歌山駅東改札口 10：00 

 ６月 ４日（日） 春の家族会  

 「ギア」 

 

谷口 泰義 

・桜の花は散りましたが若葉の季節は

 またうれしいです。 

BOXへ 安田  勝、鎌野 孝和、吉田  修 

田中  守、千田  適、稲掛 英男 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率90％ 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 650,000円 

 

賛西会のご案内 
 

日 時： ２０１７年 ５月２０日（土） 
  １７：００受付 １７：３０開会 

  【山田啓二知事の講演会】 １７：３５～１８：３０ 

  【懇親会】（ｹﾞｽﾄ：ばんばひろふみ） １８：３０～２０：３０ 

 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 
 

会 費： ８，０００円 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】 小計 29,000円 今年度累計 1,126,000円   
目標額 1,300,000円 達成率86％ 

 

德田 正彦 

・先日神戸ポートアイランド参加して

 楽しかった。 

 

 

 

 

吉田  修 

・２２日～２３日 栃木県日光市で行わ

 れる“日光山唄全国大会”に夫婦で

 行ってきます。（総勢182人が歌います

 ので上位30番までに入れるかというと

 ころです。） 

出射 靖生 ・王さん先日はお世話になりました。 

 

中川 俊夫 

・吉田会員、森会員 本日はよろしく

 お願い致します。 

BOXへ 菱田 匡樹、田中  守、児嶋 雄二 

林  良訓、千田  適、鎌野 孝和 

稲掛 英男、末永  寛 

 

井上 正佳 

・児嶋様、太田様、万殿様、林様 

 先日はありがとうございました。 

 

 

森  正廣 

・池坊「春のいけばな展」シンプルで

 迫力があり、まるで絵画のようでし

 た。 

内田 勝彦 ・自祝 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率81％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 447,000円 

 

山本 拓生 

・次男の食事の量を見てると気分が悪

 くなります。 

井上 正佳 ・皆様の幸福のために！！ 

 

 

万殿 慎二 

・障がいのある人と家族のためのレク

 リェーション参加の皆様お疲れ様で

 した。 

 

内山 正元 

・花みずき、つつじが咲き始めまし

 た。 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『４月２０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２４名（６名）８８．８９％ 

４月６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 １００％ 

ご来客２名 

吉田  修 ・ＧＷ近い、みなさん、いづこへ。 

 

 

中川 俊夫 

・障がいのある人と家族のためのレク

 レーション出席の皆様ご苦労様で

 した。 

BOXへ 上原 従正、稲掛 英男、田中  守 

鎌野 孝和、千田  適 

出射 靖生 ・ポリオのない世界を。 

  今日の歌   

「鯉のぼり」 
    文部省唱歌 

甍
いらか

の波と 雲の波 

重なる波の 中空
なかぞら

を 

橘
たちばな

かおる 朝風に 

高く泳ぐや 鯉のぼり 



德田 正彦 出 席 委 員 長 

中川 俊夫 

内田 勝彦 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) 瀬田 保二 

吉田  修 

上山 泰弘 

内山 正元 

出射 靖生 

王    杲 

田中   守 

山本 拓生 

稲掛 英男 直前会長 (役員) 

林  良訓 会長ｴﾚｸﾄ ） (役員) 

末永  寛 (理事) 

髙橋 英明 (理事) 

太田 勝彦 

児嶋 雄二 

万殿 慎二 (理事) 

(理事) 

(理事) 

千田  適 

森  正廣 (理事) 

(理事) 

吉田   修 

一口 茂樹 

太田 勝彦 

谷口 泰義 

髙橋 英明 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

林  良訓 

奉仕プロジェクト委員長 

職業奉仕委員長 

青少年奉仕委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 

ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長 

広 報 委 員 長 

戦 略 計 画 委 員 長 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
‐祝日休会‐ 

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～ 

５月 ４日 

（木） 

 

【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】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

‐祝日休会‐ 

 

「ゆかしき春のワインコンサート」例会時間臨時変更 

～新会員スピーチ～ 

「西陣呼称550年 西陣の歴史 よもやま話」 

「吟と舞」 

「休会」 

＊ビジター受付はありません。 

「休会」 

‐祝日休会‐ 

‐祝日休会‐ 

‐祝日休会‐ 

 

 

＊ビジター受付はありません。 

「休会」 

‐祝日休会‐ 

‐祝日休会‐ 

‐祝日休会‐ 

「休会」 

‐祝日休会‐ 

 

‐祝日休会‐ 

「応仁の乱」～上京で見つける残影～ 
京都産業大学 日本文化研究所  

上席特別客員研究員 小嶋 一郎様 

「休会」 

‐祝日休会‐ 

神心流尚道館 六世家元 安部 秀風様、安部 呈風様 

 

 

泰生織物㈱ 代表取締役 酒井 貞治様 

 

【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 

４月２８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 

５月 １日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月 ２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月 ３日 

（水） 

＊ビジター受付はありません。 

‐祝日休会‐ 

「今日の文化シリーズ5 ～庭の真実」 

「休会」 

友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上原 従正 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

2016～2017年度  役員・理事・委員会構成 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「休会」 

西村 正治会員、奈倉 宏冶会員 

 

 

作庭家 古川 三盛様 

 

＊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。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 


