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第１２８０回２月第二例会 第53期次期役員・理事指名例会
12:15 開会のゴング
国歌「君が代」斉唱
「ライオンズヒム」「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
次期役員・理事指名発表
上半期収支会計報告
上半期会計監査報告
上半期クラブ在庫品報告
楽しく会食
テールツイスター登場
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
迎接・誘導担当／財務委員会
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会計 Ｌ平松 壽夫
会計監査 Ｌ吉川 哲朗
ﾗｲｵﾝﾃｰﾏｰ Ｌ八木 廣和
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Serve ３Ｒ１Ｚ合同アクティビティ
合同アクティビティ報告
アクティビティ報告

○今年度の３Ｒ１Ｚ東日本大震災被災地支援活動の復興支援として、岩手県上閉伊郡大槌町教育委
員会に対し、図書充実整備のため、１００万円の義援金を寄附致しました。
(各クラブ分配金等の詳細は決定後に報告いたします。）
◆３Ｒ１Ｚ 復興支援金
合計 ￥１，０００，
０００，０００－
０００－
復興が他の市町村より遅れている、岩手県上閉伊郡大槌町へ図書購入資金として、大槌町教
育委員会へ３３５－Ｃ地区ガバナーＬ南清右衛門より、３３２－Ｂ地区ガバナーＬ千葉龍二
郎(３Ｒ１Ｚ水沢ＬＣ)、３３２－Ｂ地区５Ｒ２Ｚ大槌ＬＣ経由で寄贈
○目録贈呈式
♢ ２月６日(木) 於、335-C 地区キャビネット事務局(ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 3F)
※労力ＡＣＴ Ｌ１名×１時間 計 １時間
☆ご出席者：Ｌ小堀

We

Serve アクティビティ

○北区少年野球振興会へ支援（教育委員会）
＊｢平成２５年度北区少年野球振興会春季大会」 ２月１０日(日)
『第５回京都平安ライオンズクラブ杯』
開会式 於、柊野運動公園グラウンド
♣前年度優勝旗･準優勝楯･３位楯の返還
セレモニー
※労力アクティビティ
Ｌ２名×２時間 計 ４時間
☆ご出席者：Ｌ小堀 Ｌ太田
○３３５－Ｃ地区へ拠出金［合同ＡＣＴ］
・青少年健全育成事業費(下半期分) @９６０×３４名 ￥３２，６４０－

新入会員（
新入会員（賛助会員）
賛助会員）のご紹介
のご紹介
あらかわ

まさひろ

○荒 川
昌浩 様
生年月日 昭和３６年６月１５日
現 住 所 〒 603-8331 京都市北区大将軍西町 147-1
℡ 075-461-8786
勤 務 先 荒川印刷株式会社
〒 602-8036 京都市上京区椹木町通堀川東入る 西山崎町 229
℡ 075-231-0889 Fax075-211-5883
職
種 印刷業
Ｓ
Ｐ Ｌ小堀
進
◎去る２月１４日(木)開催の第１１回定例理事会に於いて入会が承認されました。
尚、ご入会は３月第一例会（７日(木)）を予定致しております。

会
○２月

合
７日

公益信託京都平安ライオンズクラブ奨学基金運営委員会
平成２４年度第２回運営委員会議 於、京都国際ホテル「ロビー」
出席者 Ｌ三浦 Ｌ元木 Ｌ徳田 Ｌ杉江 Ｌ八木 Ｌ小堀 Ｌ矢口
○２月１０日 京都マラソン 2013 リーダー説明会 於、左京区役所大会議室
出席者 Ｌ太田
○２月１４日 第１１回定例理事会 於、京都国際ホテル「ロビー」
出席者 Ｌ小堀 Ｌ西川(一) Ｌ小山 Ｌ太田 Ｌ平松 Ｌ八木 Ｌ徳田 Ｌ松田 Ｌ吉田 Ｌ杉江
Ｌ髙橋
○２月１８日 アイバンク愛の光基金管理会 第２回理事会 於、京都産業会館第３研修室
出席者 Ｌ岡村
○２月１８日 ２月３Ｒ１Ｚ正副幹事会 於、｢ＴＨＥ ＳＣＲＥＥＮ｣(ｻﾞ･ｽｸﾘｰﾝ）
出席者 Ｌ小堀（懇親会のみ）Ｌ太田 Ｌ八木
○２月１９日 アイバンク愛の光基金管理会 ２月分会計検査及び指導 於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
広報委員会
２月１５日 編集 ２月２０日 校正

２月１４日
１４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
○会長ごあいさつ
議 題
［Ⅰ］報告事項
１）会長より
イ．北区少年野球振興会へ支援「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』開会式について
◯２月１０(日) 開会９：００ 於、柊野グラウンド ＊ご出席者：会長・幹事
・出席についての報告
・もう少し会員に周知すればなおよいのでないか
ロ．その他
２）幹事より
イ．１月３Ｒ１Ｚゾーン正副幹事会報告［１月２１日(月)開催］（議事録・添付資料別紙）
○３Ｒ１Ｚ合同新春例会収支計算書報告
・承認
○３Ｒ１Ｚ合同アクティビティについて
◯東日本大震災支援事業
・１００万円寄贈 図書充実のため、岩手県上閉伊郡大槌町教育委員会へ
◯｢京都マラソン 2013 ｣ボランティア協力について〈２０１３年３月１０日(日)〉＊１０名
活動場所・時間：北山・松ヶ崎ブロック・８：２０～１４：１０(予定）
ご協力者：Ｌ太田(ﾘｰﾀﾞｰ) Ｌ･ＬＬ小山 Ｌ梶谷 Ｌ吉川 Ｌ小堀 Ｌ髙橋 Ｌ松田 Ｌ三浦
Ｌ八木
・ボランティア時昼食について
弁当配布 １人あたり１，０００円未満として事業費からの支出とする。
会長・幹事に一任とする。
◯ふれあいボウリング大会〈２０１３年４月１４日(日) 於、ラウンドワン京都河原町店〉
ご協力者：プレーヤー ５名 Ｌ小堀・Ｌ太田・Ｌ八木
サポーター Ｌ杉江
・個別に幹事より依頼する。
○３Ｒ１Ｚ合同新入会員懇談会について
・５クラブで５年未満の会員を対象に懇談会を予定
当日会費１０,０００円程度での予定とする。
その他会員については参加自由とする。
１クラブで６～７名を予定
・当クラブの新入会員の研修は４月の後半～５月１５日までの間で予定とし、会員･会則委
員長Ｌ徳田から、概要提案予定
○２０１３～２０１４年度３３５－Ｃ地区役員について
・ＺＣ 京都橘ＬＣ Ｌ神﨑 守
地区ＰＲ情報･ＩＴ委員長 京都平安ＬＣ Ｌ石田とし子
地区ＬＣＩＦ・視力献眼推進副委員長 京都洛央ＬＣ Ｌ砂田宗明
ロ．地区合同ＡＣＴ分担金報告（別紙）
○青少年健全育成事業費（下半期分）
◯３２，６４０円の拠出
・資料確認の上承認
・賛助会員の扱いについては後日確認
ハ．その他
３）奨学基金運営委員会より
イ．公益信託「京都平安ライオンズクラブ奨学基金」平成２５年度(2013.4 ～ 2014.3)奨学金支
給校並びに奨学金給付生の決定について ※別記

ロ．上記認定状授与式日時・場所について
◯４月４日(木)１５：００～ 於、京都国際ホテル２Ｆ「愛宕の間」
（奨学基金運営委員会・教育委員会各位に案内）
・上記を確認した。
［Ⅱ］審議事項
１）会計より（ 別 紙 ）
Ｌ平松 壽夫
イ．１２月分収支会計決算承認の件
・承認
ロ．上半期収支会計決算承認の件
・承認
ハ．１月分収支会計決算承認の件
・承認
２）上半期会計監査決算承認の件
・承認
・上記以外で、退職金引当金について
入会時の退職引当金の取り扱いを再確認
会費請求について
会費請求書の内訳送付等については再度協議予定
３）会員・会則委員会より
Ｌ徳田 文男
イ．新入会員（賛助会員）入会承認について（別紙）
◯荒川 昌浩様の入会承認。
◯入会式は３月第一例会(７日(木))の予定とする。
４）計画委員会より
Ｌ髙橋 久永
イ．１月第二・新春家族同伴懇親例会（１７日(木)）収支計算書報告（ 別 紙 ）
・承認
ロ．４月第一・宇治ライオンズクラブとの合同懇親お花見例会（３日(水)）について
当番：宇治ライオンズクラブ
・宇治ＬＣより祇園花月で落語拝聴後、近くで会食予定との連絡あり。
ハ．６月第一・チャーターナイト５３周年記念同伴例会(６日(木)夕刻より）全般について
開催場所：京都国際ホテル２Ｆ「平安の間」（会場は予定）
◯ご来賓
◯３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソン・スポンサークラブ・エクステンション５クラブ・ゾー
ン内４クラブの二役
・来賓については会長・幹事一任
◯記念講演
◯天台宗比叡山飯室谷不動堂 酒井 雄哉様（比叡山延暦寺千日回峰行を２度達成）
・継続審議
◯アトラクション
・継続審議
５）網野ライオンズクラブ結成５０周年記念式典について ※５月第一・振替え例会
［５月１２日(日) 記念式典１１：００～１２：００ 祝宴１２：３０～１４：３０
於、佳松苑（網野ＬＣ 元会長Ｌ沖田 康彦） 登録料：１０，０００円］
◯御祝いについて（スポンサークラブとして）
・当クラブへの５０周年時のお祝い金を確認し、お祝いする。
◯出席全メンバーの負担登録料について
・各自個人負担（正会員は例会食費を除く金額）
◯交通手段等について
・各自、現地集合現地解散
６）京都翔英高等学校公式野球部後援会（副校長・実行委員長代行Ｌ足達 靖彦(３３５－Ｃ地区
名誉顧問会議長･前地区ガバナー・京都やわたＬＣ所属））よりの依頼事項
◯第８５回記念選抜高等学校野球大会出場募金協力について（ 別 紙 ）
・確認した。
７）３月第一・次期役員・理事選挙例会（７日(木)１２：１５～１３：３０ 於、京都国際Ｈ）
について
◯京都洛北ＬＣ幹事Ｌ奥田 和義による即売会あり。
・売上げ金は全額ドネーションとする。
８）その他
◯３３５－Ｃ地区年次大会 大津プリンスホテル会場へのバス利用について（京都橘ＬＣ手配）
◯閉会後、京都橘ＬＣとの会食について
・上記両案とも見送り。
◯次回例会で３／３(日)のフリーマーケット出店の詳細を確認
次回第１２回定例理事会開催日
３月１３日（水）１８：００～
場所未定
［Ⅲ］議事録確認

ブラザークラブだより
ブラザークラブだより
○２Ｒ２Ｚ京都うずら野･３Ｒ１Ｚ京都橘･３Ｒ２Ｚ京都紫明３ライオンズクラブ事務局が所在する
ホテル名称の変更に伴い、事務局住所表記が２月より京都全日空ホテルから｢ＡＮＡクラウンプ
ラザホテル京都」に変更となりました。
○京都西の丘ライオンズクラブは、２月１９日(火)に結成２０周年記念式典をリーガロイヤルホテ
ル京都に於いて挙行され、Ｌ西川(千)、Ｌ松田がご出席になりました。

平成２５
平成２５年度奨学金給付校
２５年度奨学金給付校・
年度奨学金給付校・給付生決定
○公益信託「京都平安ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ奨学基金｣平成２５年度奨学金給付生（13 校・13 名）
男
京都府立盲学校
１年生
織部
凱○
女
京都府立聾学校
２年生
西村 歩弥佳○
女
京都市立京都堀川音楽高等学校
２年生
小林 紗代子○
女
京都市立銅駝美術工芸高等学校
１年生
橋本
小夜○
女
京都府立鴨沂高等学校(定時制)
３年生(定時制) 大西
雅美○
女
京都府立朱雀高等学校
１年生
中岡
千洋○
女
京都府立鳥羽高等学校
１年生
上田
彩伽○
男
京都府立山城高等学校
１年生
竹中
歩○
男
京都市立日吉ヶ丘高等学校
２年生
山本
歩○
女
京都府立洛北高等学校
１年生
石井
春花○
女
京都市立西京高等学校
１年生
小西
美柚○
男
京都府立桃山高等学校
２年生
井上
一騎○
男
京都市立伏見工業高等学校
２年生
竹則
皓基○

３Ｒ１Ｚ合同労力アクティビティ
合同労力アクティビティ
○来る３月１０日(日)開催のコース沿道整理ボランティアＡＣＴについては下記の通りです。
ご出席の方はどうぞよろしくお願い申しあげます。
（西京極総合運動公園 車いす競技８：２５・マラソンランナー８：３０スタート）
＊集合時間：８：２０(時間厳守) 解散予定時間：１４：１０
集合場所：焼肉 南山駐車場（北山通ノートルダム学院小学校前 北側）
〈地下鉄 北山駅２番出口下車 北山通東へ約６～７分〉
※公共交通機関をご利用下さい。
活動場所：北山・松ヶ崎ブロック第９３班（北山通 下鴨本通東付近）・１０名
選手通過予想時間：９：４２～１２：４２
ご出席者：Ｌ太田(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ) Ｌ･ＬＬ小山 Ｌ梶谷 Ｌ吉川 Ｌ小堀 Ｌ髙橋 Ｌ松田 Ｌ三浦
Ｌ八木
☆早朝よりのお寒いなかですがよろしくお願い致します。

第９６回
９６回ドイツ・
ドイツ・ハンブルク国際大会
ハンブルク国際大会 普通登録
○来る７月５日(金)～９日(火)までドイツ・ハンブルクにて開催の第９６回国際大会普通登録のご
案内がキャビネットより参りました。《普通登録料 130 米ドル ¥11,500-》
＊３３５－ C 地区ガバナー晩餐会：７月７日(日) １９：００～２１：００
会場：パーク ハイアット ハンブルク
登録料：￥１３，０００－
※参加ご希望の方は大至急クラブ事務局迄お申込みをお願い致します。
We

Serve 京都東ライオンズクラブ
京都東ライオンズクラブ結成
ライオンズクラブ結成５０
結成５０周年記式典
５０周年記式典ご
周年記式典ご登録者

○３月第二・振替え例会の京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ結成５０周年記念式典のご登録者は下記の通りです。
［３月２５日(月) 登録・織部流｢薄茶席｣ 15:00~15:40 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］
〈来賓〉(地区)Ｌ西川(千) Ｌ八木
(クラブ招待)Ｌ小堀 Ｌ太田
〈クラブ〉Ｌ石田 Ｌ植村 Ｌ榎 Ｌ岡本 Ｌ岡村 Ｌ川勝 Ｌ川人 Ｌ吉川 Ｌ小山 Ｌ杉江 Ｌ髙橋
Ｌ徳田 Ｌ西川(一) Ｌ平松 Ｌ平本 Ｌ松下 Ｌ松田 Ｌ三浦 Ｌ元木 Ｌ吉田 Ast 磯貝(無料)

より～
～事業資金獲得実行委員会より
事業資金獲得実行委員会より
～
○昨年１１月１７日・２３日が雨天中止のため順延のフリーマーケットは下記の通りの開催です。
再々度、皆様に多大のご協力をよろしくお願い申しあげます。
春寒厳しい折、暖かい装備で、ご都合の良い時間帯にお越しください。
日時：３月３日(日) １０：００～１６：００（９：００より搬入・準備）＊小雨決行
場所：京都市役所前広場
◎連絡先：ＮＰＯ法人プラスワンネットワーク http://www.plusone.ne.jp/
フリーマーケット開催情報専用ダイヤル
０７５－２２９－７７１４（自動音声）

〈新入会員オリエンテーション
新入会員オリエンテーション〉
オリエンテーション〉
４月中旬に行う予定ですので、皆様のご参加をお待ち致しております。
詳細は決定後、改めて連絡させていただきます。
会員・会則委員会 委員長 徳田 文男

L前例会出席率

第１２７９回例会 ２月７日(木)
○メンバー ３４名 出席 ２０名 欠席 ０名 メークアップ １０名
終身会員 ２名(１名ご出席) 優待会員 ２名 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 63.0% ホームクラブ例会平均率 60.8%
・メークアップの方 Ｌ石田 Ｌ采野 Ｌ岡本 Ｌ小山 Ｌ髙橋 Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ松田 Ｌ吉本
Ｌ吉田
・終身会員２名 Ｌ川人 Ｌ西川(千)(ご出席) ・優待会員２名 Ｌ川合 Ｌ川勝
・賛助会員３名 Ｌ中村(ご出席) Ｌ松下(ご出席) Ｌ平本

○第一例会・
第一例会・次期役員･
次期役員･理事選挙例会
３月 ７日(木) 登録 １１：３０～

於、京都国際ホテル「平安の間」

「旬のお楽しみ即売会」・例会 １２：１５～１３：３０（予定）
○第二例会・
第二例会・京都東ライオンズクラブ
京都東ライオンズクラブ結成
振替え例会
ライオンズクラブ結成５０
結成５０周年記念式典
５０周年記念式典 ＊振替え
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
場 所：ウェスティン都ホテル京都｢瑞穂の間｣ 5 075-771-7111
○第１２回定例理事会
１２回定例理事会 ※定例日を変更し開催いたします。
３月１３日(水) １８：００ 場所未定
○京都市役所前フリーマーケット
京都市役所前フリーマーケット
３月 ３日(日) ９：００～１６：００ 於、京都市役所前広場 ※小雨決行
○第５８３回
５８３回サッポロ古都会
サッポロ古都会 ＊開催場所等の詳細は後日ご案内させていただきます。
３月２６日(火) １８：００ お世話役：京都ロイヤルライオンズクラブ
○うづき会
うづき会
３月２７日(水) 集合８：３０ スタート９：０４ 於、京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部 上賀茂ｺｰｽ

愛 の こ と ば

ファイン
ドネーション

Ｌ小堀
進
・西川さん スピーチありがとうございます。
・インフルエンザが流行しています。
こまめな手洗いなどご自愛ください。
・本日、例会早退、たいへん申し訳ありません。
¥20,000Ｌ西川 千大
元地区ガバナーを讃える例会にスピーチをさせ
て頂き、まことに有難うございます。
平安ＬＣの今後の隆盛を心よりお祈り致します。
¥10,000Ｌ平松 壽夫
健康で８２才の誕生日を迎えられたことを感謝
してゐます。
年を重ねるにつれて今日生かされてゐると云う
感じが歳ごとに深まってくる感じです。
¥10,000Ｌ岡村
健
西川元ガバナー、お話ありがとうございました。
また例会にご出席して頂き、お話をさせて下さい。
くれぐれもご健康にご注意下さいますよう
¥10,000-

２月第１
３，２００円
月第１例会
２００円
累
計
５１，
５１，４５７円
４５７円
２月第１
８０，
月第１例会
８０，０００円
０００円
累
計 １，２２５，
２２５，０００円
０００円

Ｌ矢口 雅彦
①Ｌ西川元地区ガバナースピーチありがとうございま
す。
お元気で今後共御指導よろしくお願い致します。
②家内の誕生日祝発表のみありがとうございます。
¥10,000Ｌ三浦 正毅
１月第一例会、第二例会と続けて欠席してしまいま
した。
この間に誕生日(７０才)を迎え、お祝いをして頂き
ありがとうございました。
最近は古稀と言っても、少しも珍しくありませんね。
遅ればせながら本年もよろしくお願い致します。
¥10,000Ｌ西川 一彌
西川千大元地区ガバナー、貴重なお話ありがとうご
ざいました。
今後とも末永くご指導のほど宜しくお願い申しあげ
ます。
¥5,000Ｌ太田
守
西川さん スピーチありがとうございました。
平安の伝統の重みを感じることができました。
¥5,000-

連絡 AST 磯貝は２月２７日(水)若しくは３月４日(月)にお休みさせて頂きます。（予定)
どうぞよろしくお願いいたします。

