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第１２７９回２月第一例会 第53期元地区ガバナーを讃える例会 2013.
2013.2.7(木)京都国際ホテル
京都国際ホテル｢
ホテル｢平安の
平安の間」
12:15 開会のゴング
会長 Ｌ小堀
進
国歌「君が代」斉唱
「ライオンズクラブの歌」「京都平安ライオンズクラブの歌」斉唱
ビジターのご紹介
会長ご挨拶
Ｌ小堀
進
元地区ガバナーへ記念品贈呈
Ｌ西川 千大
お誕生日のお祝い
スピーチ
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会335-C地区特別顧問・元地区ガバナー Ｌ西川 千大
演 題「 雑 感 」
楽しく会食
テールツイスター登場
Ｌ岡村
健
委員長・幹事及び同好会報告
ドネーション「愛のことば」発表
「また会う日まで」斉唱
13:30 閉会のゴング
会長 Ｌ小堀
進
迎接・誘導担当／会員・会則委員会

元地区ガバナー
元地区ガバナーを
ガバナーを讃えて
○元地区ガバナーの存在は、クラブの向うべき道を見定める四嶽のごとく、私たちのこころの拠り
どころとなっています。
あらためて敬意と感謝を捧げます。
Ｌ北川 敏夫 1966~67 年度 302-W5 地区ガバナー
1959~61 年度 初代会長
Ｌ近藤 与吉 1975~76 年度 302-WB 地区ガバナー
1963~64 年度 第４代会長
Ｌ大塚 正雄 1982~83 年度 335-C 地区ガバナー
1972~73 年度 第１３代会長
Ｌ西川 千大 1999~2000 年度 335-C 地区ガバナー
1968.7.18
京都平安ライオンズクラブ入会
1978 ～ 1979
クラブ幹事
1989 ～ 1990
第３０代会長
1982 ～ 1983
地区キャビネット幹事（大塚正雄ガバナ－）
1984 ～ 1985
地区薬害教育委員長
1993 ～ 1994
地区指導力育成委員長
1999 ～ 2000
地区ガバナー
2000 ～ 2001
名誉顧問会議長・前地区ガバナー、３３５複合地区長期計画・
リサーチ委員長、地区長期計画２１策定会議座長
2001 ～ 2002
名誉顧問・元地区ガバナー、アイバンク愛の光基金管理会顧問
2002 ～ 2003
名誉顧問・元地区ガバナー
2003 ～ 2004
名誉顧問・元地区ガバナー
2004 ～ 2005
名誉顧問・元地区ガバナー
2005 ～ 2006
名誉顧問・元地区ガバナー
2006 ～ 2007
名誉顧問・元地区ガバナー
2007 ～ 2008
名誉顧問・元地区ガバナー
2008 ～ 2009
名誉顧問・元地区ガバナー
2009 ～ 2010
名誉顧問・元地区ガバナー
2010 ～ 2011
最高顧問・元地区ガバナー
2011 ～ 2012
特別顧問・元地区ガバナー
2012 ～ 2013
特別顧問・元地区ガバナー

元地区ガバナー
元地区ガバナーのことば
ガバナーのことば
わがクラブが推擧した４ガバナーは、国際協会を代表する地区の統領
として、輝きをもってそれぞれの時代を導びかれ、務めをみごとに果た
されました。そのご功績に心より敬意と感謝を捧げます。

北川敏夫元地区ガバナー
北川敏夫元地区ガバナー
「クラブやメンバーの数は多きをもって良しというものではない。大切なのは人の和であり、適
切な親和力を保つためには現状で充分。当地区ではこれ以上増やすことは必要なしと考える。」
（全国津々浦々にライオンズクラブを、とばかりに狂奔する風潮に警鐘を鳴らす。）
「ライオンズクラブの会合において、諸君が飲食に費やす額は、恐らくアクティビティ金額の数
のぼるものであろう。その一部でも奉仕活動に差し向ければ、もっと立派なアクティビティを
行うことができると思う。」
（奉仕活動に名を藉りた放漫さから本来の姿に立ち戻るよう戒めて。）
「共産圏の国々にライオンズクラブの考え方を移植することこそ、最大のアクティビティではな
かろうか。」
（４０年前に夢物語と思われたこのことばは、いま現実となってロシアや中国等の社会主義国に
もライオンズクラブが生まれている。大いなる先見の明。）

近藤与吉元地区ガバナー
近藤与吉元地区ガバナー
「Ｌのバッジのもとでは皆平等。職業や階級にこだわることなくお付き合いができる。これこそ
ライオンズの友愛の精神です。」
（社会のさまざまな差別の波を乗り越えてきた経験から、平等のライオンズ精神を讃えて。）
「私は教育もない商売一筋の男。みなさんから庶民ガバナーと呼ばれて、私自身喜んでいます。」
（ガバナー公式訪問で、乞われれば自身になぞらえて好きな「王將」を歌う。）
「新聞のコラムなどに良い話が沢山あります。そうしたものを参考にして、感動とか知識をみん
なに分けて欲しいものです。」
（テールツイスターの話題の品位に苦言を呈して。）

大塚正雄元地区ガバナー
大塚正雄元地区ガバナー
「メンバーなくしてクラブなく、クラブなくして地区も国際協会もない。メンバーこそがライオ
ンズクラブの根幹なのであります。」
（国際本部を頂点とする体制に対する逆転の発想を説く。）
「"われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、社会奉仕に精進す
る"というライオンズの誓いこそ、私たちの歩むべき道を示すものと信ずるからに外なりませ
ん。」
（ガバナースローガン「融和と協調」の理念に触れて。）
「一介のガバナーの成し得ることは何もありません。ただこの一年、地区内七千のメンバーの皆
様に"時間"を奉仕するのみであります。」
（ガバナー就任にあたり所信の一端を述べて。）

西川千大元地区ガバナー
西川千大元地区ガバナー
「それぞれのクラブが身の丈に合った運営と活動を展開する多様性が、地区の活性をうながすに
違いありません。」
．．．
（「クラブのかたちを持とう」をスローガンに個性的なクラブ活動とクラブに対するメンバーの
誇りを喚起して。）
「遺すものは断乎としてこれを守り、変えるべきものは勇気をもって改革することを望みます。」
（年次大会のテーマに「継承と創造」を掲げて。）
「ライオンズクラブは基本的に会員もクラブも"自由"であり、画一的なクラブでなく、時代に則
した柔軟なクラブのあり方が望ましい。」
（長期計画２１策定会議の座長として討議を収束。）
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Serve アクティビティ

○ライオンズクラブ国際財団ＬＣＩＦ基金に協力 ＄２０×＠８５×３４名
￥５７，８００－
メンバ－一人当り＄２０拠出（１００％クラブ会員寄付）
＊ＬＣＩＦウィーク〔２０１３年は１月１３日～１９日〕
〈１月１３日はライオンズクラブ創立者Ｌメルビン・ジョーンズの生誕日〉
○北区少年野球振興会へ支援｢平成２４年度北区少年野球振興会春季大会」
『第４回京都平安ライオンズクラブ杯』(前年度分)
優勝トロフィー・準優勝楯・３位楯レプリカを寄贈
￥６，０００－(教育委員会)

献血実施報告
○１月１６日（水） 場所、献血ルーム・四条
＊Ｌ太田 守
採血 成分@600 ã
※労力ＡＣＴ
１時間
○２月 ２日（土） 場所、献血ルーム・四条
受付数 １１２名 採血数 １０４名 不採血数 ８名
内訳 @200 ã× 1 名=200 ã @400 ã× 55 名=22,000 ã 成分@600 ã× 48 名=28,800 ã
○２月 ４日（月） 場所、献血ルーム・四条
受付数 ４８名 採血数 ４４名 不採血数 ４名
内訳 @200 ã× 0 名 @400 ã× 23 名=9,200 ã 成分@600 ã× 21 名=12,600 ã
２月ライオンズレート

会

１＄ ９１円

合

○１月１７日 アイバンク愛の光基金管理会 広報委員会 於、管理会ミーティングルーム
出席者 Ｌ岡本 Ｌ岡村
○１月１７日 第１０回定例理事会 於、京都国際ホテル「ロビー」
出席者 Ｌ太田 Ｌ平松 Ｌ八木 Ｌ岡村 Ｌ松田 Ｌ植村 Ｌ杉江 Ｌ髙橋
○１月２１日 アイバンク愛の光基金管理会 常任理事会 於、三井住友信託銀行 京都支店
出席者 Ｌ岡本 Ｌ岡村
○１月２１日 ３Ｒ１Ｚ１月ゾーン正副幹事会並びにアシスタントとの懇親会
出席者 Ｌ太田 Ｌ八木 AST 磯貝 於、京懐石｢傳吉菴」
○２月 ５日 第５３期上半期会計監査 於、京都みらい法律事務所(Ｌ吉川)
出席者 Ｌ吉川 Ｌ太田 Ｌ平松
○２月 ６日 指名委員会 於、京都国際ホテル「清滝の間」
出席者 Ｌ西川(千) Ｌ川人 Ｌ矢口 Ｌ平松 Ｌ采野 Ｌ徳田 Ｌ吉川 Ｌ石田 Ｌ小堀 Ｌ太田
広報委員会
１月２９日 編集 ２月６日 校正

１月１７日
１７日(木)

於、京都国際ホテル
京都国際ホテル「
ホテル「ロビー」＊
ロビー」＊下記何
」＊下記何れも
下記何れも承認
れも承認

議 題
［Ⅰ］報告事項
１）会長より（欠席のため幹事より）
イ．２０１３～２０１４年度３３５－Ｃ地区役員選任について
◯地区ＰＲ・情報・ＩＴ委員長
・平成２５年１月１２日(土)の臨時歴代会長・幹事会にてＬ石田 とし子を選出
承認
２）幹事より
・なし

［Ⅱ］審議事項
１） 上半期クラブ在庫品承 認 の 件 （別紙）
Ｌ八木 廣和
・カラーレーザー・ディスクトップパソコンの在庫状況を確認のこと
２）事業資金獲得実行委員会より
○京都市役所前フリーマーケット出店について
日時：３月３日(日) １０：００～１６：００（９：００より搬入・準備）＊小雨決行
・承認 ＊参加者再募集とする。当日開催の有無については、各メンバーにて確認すること。
３）計画委員会より
Ｌ髙橋 久永
イ．１２月第二・歳忘れ家族同伴懇親例会（２３日(日･祝)）収支計算書報告（別紙）
・余剰金￥９１，３５７－は、計画委員会預かりとする。
シンガー夏木アルバ様のＣＤは希望者へ無料配布する。
ロ．その他
・幹事より、網野ＬＣの５０周年記念式典のバス手配等について、計画委員会にて企画を
お願いする。
４）北区少年野球振興会より支援共催のお願いについて
「平成２５年度北区少年野球振興会春季大会」『第５回京都平安ライオンズクラブ杯』
＊第６回定例理事会にて教育委員会より上程、下記承認済み。
◯例年通り、前年度のレプリカ(優勝トロフィー･準優勝楯･３位楯)６，０００円とメダル(金
(優勝)･銀(準優勝)･銅(３位)各１５個)約３８，２５０円を寄贈する。
５）地区キャビネットよりの要請事項
イ．３３５－Ｃ地区第５９回年次大会 代議員選出について（別紙）
［４月２０日(土) 代議員総会１０：３０～１２：４５ 式典受付１２：４５～１３：３０
式典１３：３０～１６：００ 懇親会１６：３０～１８：３０
於、大津プリンスホテル ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ２Ｆ｢淡海(おうみ)｣ 懇親会登録料１０，０００円］
＊当クラブの代議員定数は３名、但し、特別顧問・元地区ガバナーＬ西川 千大は別枠
・会長・幹事・地区副委員長Ｌ八木の３名の参加
ロ．同上 ３３５－Ｃ地区第５９回年次大会４月第二・振替え例会に伴う、式典・懇親会参加並
びに懇親会ご出席者登録料・交通手段(交通費等)のクラブ負担について
・懇親会参加者のみ、例会食費を除く金額を個人負担(正会員)
会場までの交通費は各個人負担にて移動
６）京都東ライオンズクラブ結成５０周年記念式典について ※３月第二・振替え例会
［３月２５日(月) 登録・織部流｢薄茶席｣１５：００～１５：４０
記念式典・祝宴１６：００～１９：３０ 於、ウェスティン都ホテル京都｢瑞穂の間｣
登録料：１５，０００円］
◯御祝いについて（スポンサークラブとして） ・例年通り(１０万円)
◯出席全メンバーの負担登録料について(例年、振替え例会の場合ご招待者も個人負担)
・会長・幹事は、個人負担なし、その他メンバーは１１，０００円負担(正会員)
７）上記８）関連京都東ライオンズクラブ結成５０周年記念事業 東日本大震災復興支援チャリ
ティ 青山繁晴氏記念講演お祝いについて ＊入場無料（各自にチャリティ金の協力要請）
［１月２８日(月) 開場１４：００ 開演１４：３０～
於、ウェスティン都ホテル京都｢山城の間｣｣
・お祝いについては、例年通り(１万円)とし、会長・幹事欠席のため、当クラブからの出席
者に依頼予定
８）京都葵ライオンズクラブ結成５２周年記念例会お祝いについて ＊会長・幹事ご出席
［１月２４日(木) 記念例会１２：１５～１３：４５ 於、京都国際ホテル｢平安の間｣］
・例年通りとする。（一人１万円）
９）山城ライオンズクラブ結成５０周年記念式典お祝いについて（別紙）＊会長・幹事ご出席
［３月７日(木) 登録１５：００ 記念式典１６：００～ 祝宴１７：３０～
於、リーガロイヤルホテル京都 登録料１３，０００円］ ・承認
10）２月第一・元地区ガバナーを讃える例会（７日(木)）について（次第案別紙）
イ．元地区ガバナーＬ西川 千大への記念品について
・金額は例年通りとする。(１万円) ＊品目は会長・幹事に一任
ロ．メンバーに節分の吉田神社福豆配布について（節分３日）＊例年ご出席者のみに配布
・なしとする。
ハ．例会内容について
・会長・幹事一任
11）その他
・上半期収支会計・会計監査の件は２月理事会に計上、２月第二例会にて報告
・指名委員会２月６日(水) 京都国際ホテル１０時からの予定
次回第１１回定例理事会開催日
２月１４日（木）１６：００～
於、京都国際ホテル 但し、要 会長確認
［Ⅲ］議事録確認

３３５－Ｃ
３３５－Ｃ地区第
－Ｃ地区第５９
地区第５９回年次大会代議員
５９回年次大会代議員
○１月１７日(木)の第１０回定例理事会に於いて、来る４月２０日(土)に大津プリンスホテルにて
行われます、３３５－Ｃ地区第５９回年次大会代議員に当クラブより次の方を選出致しました。
当日は遠路、早朝より御苦労様ですがよろしくお願い申しあげます。
特別顧問・元地区ガバナー Ｌ西川 千大
（クラブ代議員）Ｌ八木 廣和(地区ＧＭＴ副委員長) Ｌ小堀 進 Ｌ太田 守

ブラザークラブだより
ブラザークラブだより
○京都葵ライオンズクラブは、１月２４日(木)に結成５２周年記念例会を京都国際ホテル於いて
開催され、スポンサークラブとしてＬ小堀・Ｌ太田がご招待を受けご出席になりました。
○京都東ライオンズクラブは、青山繁晴氏による記念講演を１月２８日(月)ウェスティン都ホテル
京都にて、結成５０周年記念事業－東日本大震災復興支援チャリティ－として催されました。

第５８１回
５８１回サッポロ古都会
サッポロ古都会
○１月２２日(火) 於、南禅寺｢菊水｣ ４５名参加
世話役：常任会長Ｌ西川(千) 常任幹事Ｌ近藤(宇治 LC)･Ｌ松田
次回開催：２月２６日(火) １８：００ 於、ホテル日航プリンセス京都
世話役：常任会長Ｌ西川(千) 常任幹事Ｌ近藤(宇治 LC)･Ｌ松田

第４回「ふれあいボウリング
ふれあいボウリング大会
ボウリング大会」
大会」ごあんない

会費¥8,000-

＊別添参照

○３Ｒ１Ｚ５クラブ主催にて 知的発達障がい者とのふれあいボウリング大会が開催されます。
プレーヤー・サポーターのご協力をよろしくお願いいたします。
日 時:４月１４日(日) １３：００ 集合 １３：３０ プレー開始 １５：３０ 終了予定
場 所：ラウンドワン 河原町店 河原町通り(西側)三条下ル 5０７５－２１３－８４００

L前例会出席率

第１２７８回例会 １月１７日(木)
○メンバー ３４名 出席 １６名 欠席 ０名 メークアップ １３名
優待会員 ２名(１名ご出席) 終身会員 ２名 賛助会員 ３名(１名ご出席)
平均率 100% ホームクラブ例会出席率 51.9% ホームクラブ例会平均率 58.5%
・メークアップの方 Ｌ石田 Ｌ采野 Ｌ岡本 Ｌ梶谷 Ｌ吉川 Ｌ木村 Ｌ小山 Ｌ徳田 Ｌ西川(一)
Ｌ橋本 Ｌ三浦 Ｌ矢口 Ｌ吉本
・終身会員２名 Ｌ川人 Ｌ西川(千) ・優待会員２名 Ｌ川合(ご出席) Ｌ川勝
・賛助会員３名 Ｌ中村 Ｌ松下(ご出席) Ｌ平本
ファイン

愛 の こ と ば

ドネーション
Ｌ小堀
進
・新春家族同伴懇親例会にお越しいただきありがとう
ございます。
・計画委員会の皆さん、馬渕さん 今日はお世話になり
ます。
・今年も皆さんにとりまして素晴らしい一年になりま
すよう念じます。
¥10,000Ｌ岡村
健
皆様、新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い申しあげます。
また、本年は会の活性化の為、会員増強に頑張って
いきましょう！
¥10,000Ｌ髙橋 久永
今年も精一杯頑張りますので宜しくお願い致します。
¥10,000Ｌ太田
守
新春例会おめでとうございます。
馬渕さんおいしい料理をありがとうございます。
¥5,000-

１月第２
３，９２６円
月第２例会
９２６円
累
計
４８，
４８，２５７円
２５７円
１月第２
５４，
月第２例会
５４，０００円
０００円
累
計 １，１４５，
１４５，０００円
０００円

Ｌ杉江
学
馬渕さん、今日は大変ご馳走様でした。
おなかも一杯で大満足でした。
¥5,000Ｌ馬渕 能理子
本日はお越しいただきありがとうございました。
若輩者ですが今後ともよろしくご指導いただきます
ようお願い申しあげます。
¥5,000Ｌ八木 廣和
新春家族同伴懇親例会を祝して。
遅くなりましたが、今年一年よろしくお願いします。
¥5,000Ｌ松田 太蔵
結婚記念日祝っていただきありがとうございます。
¥3,000＊無記名
¥1,000-

