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修祓の儀
５クラブ会長玉串奉奠

京都北ライオンズクラブ 幹事 Ｌ古川 耕一
今宮神社 宮司 Ｌ佐々木従久
京都平安･京都橘･京都北･京都洛北･京都洛央ライオンズクラブ 会長
代表玉串奉奠 京都北ライオンズクラブ 会長 Ｌ髙田 年雄
京都平安ライオンズクラブ 会長 Ｌ小堀
進

開会のゴング
国歌「君が代」斉唱
「ライオンズクラブの歌」 「一月一日」合唱
地区役員のご紹介
京都橘ライオンズクラブ 会長 Ｌ石倉
宏
５クラブ会長代表ご挨拶
京都北ライオンズクラブ 会長 Ｌ髙田 年雄
ご祝辞
ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｃ地区３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソン Ｌ坂田 光男
地区ガバナーＬ南 清右衛門より新入会員へ｢歓迎の言葉｣
ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｃ地区３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソン Ｌ坂田 光男
歳ライオンのご紹介
各クラブ 幹事
歳ライオンにお祝品贈呈
各クラブ 会長
歳ライオン代表ご挨拶
最年長歳ライオン 京都洛北ライオンズクラブ Ｌ中井 從道
講演者のご紹介
京都北ライオンズクラブ 幹事 Ｌ古川 耕一
記念講演
臨済宗単立寺院 慈受院門跡 薄雲御所 第２１代門主 梶 妙壽 様
演題 「 花・その潔い生き方に学ぶ 」
乾杯のご発声
京都洛北ライオンズクラブ 会長 Ｌ杉原 正芳
楽しく会食
テールツイスター登場
５クラブ正副テールツイスター
「また会う日まで」合唱
14:15 閉会のゴング
京都洛央ライオンズクラブ 会長 Ｌ大森 將丈
迎接・誘導担当／執行部

１月は、ライオンズクラブ創立者謝恩
ライオンズクラブ創立者謝恩の
創立者謝恩の月です
メルビン・ジョーンズは 1879 年１月１３日にアリゾナ州フォート・トーマス
で、騎兵隊を指揮するアメリカ陸軍大尉の息子として生まれました。
後に彼の父は転属となり、家族は東部へ引っ越しました。その後、イリノイ
州クインシーの学校を卒業したジョーンズはシカゴへ出て保険会社に勤務、
1913 年に独立し、保険代理店を設立しました。
その後彼は実業家による昼食会グループ「ビジネス・サークル」に加入し、
間もなくその幹事に選ばれました。
このグループは、当時アメリカに多数存在した会員の職業活動における利益
を高めるためのグループの一つでした。これらグループは世論に訴えるものが限られていたため、
消えていく運命にありました。しかし、メルビン・ジョーンズは別の計画を持っていました。
「意欲、知力、野心によって成功しているこれら会員たちに、その能力を地域社会の向上のた
めに活用させたらどうなるだろうか？」と彼は自問しました。
こうして、彼の招きに応じて２７クラブの代表が地域社会のための組織を立ち上げるためにシ
カゴに集まり、1917 年 6 月 7 日にライオンズクラブ国際協会が生まれました。
このクラブは社交的なものとせず、会員は自分のためだけに利益を追求してはならないと規定
されました。
ジョーンズは 1926 年、とうとう保険代理店を閉め、シカゴの国際本部でライオニズムに全身
全霊を捧げることとしました。ライオンズクラブが社会奉仕に熱心な男性たちの注目を集める
のに必要な信望を得たのは、彼のダイナミックな指導力によるものです。
ライオンズクラブへの女性の入会は 1987 年 7 月に認められました。
ライオニズムの創始者である彼は、協会外部でも指導者として認められていました。
彼が最も誇りとしたことの一つは、1945 年にサンフランシスコで開かれた国際連合の結成にラ
イオンズクラブ 国際協会を代表して民間諮問団体の一人として参加したことでした。
世界中の公共心を持った人々の指針原則となった｢他人に尽くすことから始めるのでなければ、
人生の大は成し遂げられない｣という信念を持っていたメルビン・ジョーンズは、1961 年 6 月
1 日に 82 歳で亡くなりました。
アメリカにあるアリゾナ州フォートトーマスにあるライオンズクラブ国際協会メルビン･ジョ
ーンズ・メモリアルは、彼の偉大な生涯を記念して建てられました。
そして世界中のライオンズクラブでは、彼のお誕生日の１月をライオンズクラブ創立者謝恩の
月と定めています。

新年のごあいさつ
新年のごあいさつ
京都平安ライオンズクラブ
会
長
小 堀
進
新年あけましておめでとうございます。
１月は睦月…、会員の皆様におかれましては、ご親族一同が集って仲睦
(むつ)まじく新春をお迎えになられたこととお慶び申しあげます。
種々試みながらもなんとか上半期を終えることができましたが、ひとえに執行部の皆様、会員
の皆様のご指導ご鞭撻のおかげさまと衷心より感謝申しあげます。
日本にライオンズクラブが誕生して 60 年、その間に社会は大きく変化してしまいました。
「景気後退」「不況」「縮小社会」、新聞には連日そのような見出しが目に入り、人々の心は不安
になったり、将来を案じたりしてしまいます。
平均寿命が伸びる一方、高い自殺率や雇用問題、「夢は正社員」と答える若者の姿を目にする
と、心の豊かさが感じられない疲弊した社会に胸を痛めます。
被災地の方々が教えてくださった自利利他の精神。若い人たちが見返りを求めることもなく、
功績を誇示することもなく、純粋に困っている人に手を差し伸べ奉仕に励んでいます。
日本人の奉仕に対する意識が変わった今、先輩が残してくださった歴史を伝承しながらも、ラ
イオンズクラブはどうあるべきか、考えなければならない時であるように思います。
残された半年、自分自身の足元を見つめ、今、奉仕の活動に取り組める状況にあることを感謝
し、希望をもって前進したいと思います。
何卒、会員の皆様を始めご家族の皆々様のご支援ご協力をお願い申しあげます。
最後になりましたが、皆様と皆様が大切にされるすべての方々のご健勝ご多幸を念じ申しあげ
ます。
We
Serve アクティビティ報告
アクティビティ報告
○１１月第一例会に贈呈の京都府立植物園北口新設
（北山門前整備)に伴う掲示板一式（２基）寄贈
（￥２６９，８５０－）に対し、京都府知事より
感謝状を頂戴致しました。

１月ライオンズレート

We

１＄ ８５円

Serve 公益信託京都平安ライオンズクラブ
公益信託京都平安ライオンズクラブ奨学基金報告
ライオンズクラブ奨学基金報告

○公益信託京都平安ライオンズクラブ奨学基金より平成２４年度高校生奨学生１３校・１３名に対
し、１月～３月迄の奨学金を給付 @１０，０００×３ヶ月分×１３名 ￥３９０，０００－

We

Serve 献血実施報告

○１２月４日（火） 場所、献血ルーム・四条
＊Ｌ吉川 哲朗
採血＠４００ã
○１月５日（土） 場所、献血ルーム・四条
受付数 ８２名 採血数 ７４名 不採血数 ８名
内訳 @200 ã× 0 名 @400 ã× 32 名=12,800 ã 成分@600 ã× 42 名=25,200 ã
○１月７日（月） 場所、献血ルーム・四条
受付数 ５４名 採血数 ４８名 不採血数 ６名
内訳 @200 ã× 0 名 @400 ã× 25 名=10,000 ã 成分@600 ã× 23 名=13,800 ã

会

合

○１２月２７日 アイバンク愛の光基金管理会 １２月分会計検査・指導
出席者 Ｌ岡本
広報委員会
１２月２９日 編集 １月１１日 校正

L前例会出席率

於、管理会事務所

第１２７６回例会 １２月２３日(日･祝)
○メンバー ３４名 出席 ２６名 欠席 ０名 メークアップ ６名
優待会員 ２名(２名ご出席) 終身会員 ２名(１名ご出席) 賛助会員 ３名(２名ご出席)
平均率 100% ホームクラブ例会出席率 77.8% ホームクラブ例会平均率 65.1%
・メークアップの方 Ｌ岡本 Ｌ橋本 Ｌ馬渕 Ｌ八木 Ｌ矢口 Ｌ吉本
・終身会員２名 Ｌ川人(ご出席) Ｌ西川(千) ・優待会員２名 Ｌ川合(ご出席) Ｌ川勝(ご出席)
・賛助会員３名 Ｌ中村 Ｌ松下(ご出席) Ｌ平本(ご出席)
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Ｌ小堀
進
・種々試みながらもなんとか上半期を終えることがで
きました。
執行部の皆さん、メンバーの皆さん、そしてご家族
の皆さん、感謝申しあげます。
・何かと気忙しいこの頃ですが、ご自愛いただきまし
ていいお正月をおむかえください。
¥20,000Ｌ石田 とし子
◯ 歳忘れ家族同伴懇親例会 メリークリスマス！
本年も孫と出席させていただく事が出来、うれしい
限りです。
◯ 計画委員長はじめ計画委員の皆様、楽しい企画をあ
りがとうございます。
¥10,000Ｌ西川 一彌
本日は家族同伴懇親例会に多数御出席賜り、誠にあ
りがとうございました。
そして楽しいアトラクションを企画いただいた計画
委員会の皆様、ご苦労様でございました。
¥10,000Ｌ平松 壽夫
歳忘れ例会を祝して。
計画委員会のみなさん御苦労さまです。
¥10,000Ｌ岡村
健
・第１２７６回１２月第２例会・歳忘れ家族同伴懇親
例会が無事盛大に開催され、お目出とうございます。
・川勝敏廣Ｌ 参加して頂き、本当に嬉しいです。
くれぐれもお身体をご自愛下さい。
・サンタの２名様杉江Ｌ、梶谷Ｌ、本当にご苦労様で
した。
¥10,000Ｌ杉江
学
計画委員会の皆様、楽しい企画をありがとうござい
ました。
夏木アルバさんの歌声もすばらしかったです。
¥10,000Ｌ川人 一郎
本年も家族と共にクリスマス例会に出席でき、感謝
しています。
平成２５年もよろしく。
¥10,000-
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わりなき世の めでたさを
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松竹たてて 門ごとに
祝う今日こそ
今日こそ たのしけれ
初日のひかり
初日のひかり さしいでて
四方にかがやく
四方にかがやく けさの空
けさの空
君がみかげに たぐえつつ
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Ｌ三浦 正毅
恒例の歳忘れ懇親例会を楽しく催して頂きありがと
うございます。
計画委員会の皆様ご苦労様です。
¥10,000Ｌ吉川 哲朗
歳忘れ家族同伴懇親例会の盛会を祝して。
執行部の皆様、計画委員長並びに委員の皆様、有難
うございます。
¥10,000Ｌ馬場 竹廣
同伴懇親例会
おめでとうございます。
¥10,000Ｌ川勝 敏廣
歳忘れ家族同伴懇親例会を祝して。
¥10,000Ｌ太田
守
髙橋計画委員長おつかれ様でした。
幹事やっと半分終わりました。
あと残り少しがんばります。
¥5,000Ｌ采野 弘和
久しぶりの X'mas 例会に出席させていただき、皆
様方のお元気なお顔を拝見しウレシイー!!
¥5,000Ｌ川合 嘉彦
①久方振りで例会に出席させて頂き、メンバー皆々様
の元気なお顔を拝椄し健康の有難さを痛感していま
す。
もう少し頑張って生きていきますのでよろしく。
②メンバー皆様、佳き御年をお迎へ下さいませ。
¥5,000大藤 修一様
ホームグランドの国際ホテルで皆さんと久し振りに
接し感慨もひとしほです。
今宵は大いに楽しませて戴きます。
来年もお元気で……
¥5,000Ｌ松下 真子
¥1,000-

