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第１２８２回 第53期３月第二例会 京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ結成５０周年記念式典〈振替例会〉
(京都東ﾗｲｵﾈｽｸﾗﾌﾞ結成３５周年合同記念例会)2013.
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司会
《記念式典》
16:00 開会のゴング

京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 幹事

Ｌ土井
崇裕
池内 たかえ様
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長 Ｌ野口
政男
京都東ﾗｲｵﾈｽｸﾗﾌﾞ 会長 LS越智
宜子

国歌「君が代」斉唱
「へール・ライオンズ」合唱
物故ライオンに黙祷
会長ご挨拶
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長 Ｌ野口
政男
スポンサークラブに感謝状並びに記念品の贈呈
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長 Ｌ野口
政男
スポンサークラブ会長ご祝辞
京都平安ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長 Ｌ小堀
進
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞチャーターメンバー並びに３０年以上在籍メンバー表彰
結成５０周年記念アクティビティの発表
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 結成５０周年実行副委員長 Ｌ西浦
裕已
映 像 『 ５０周年記念アクティビティ 』
記念アクティビティ贈呈先より謝辞
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会３３２‐Ｃ地区震災復興ALERT委員長 Ｌ阿部
浩
感謝状の拝受
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長 Ｌ野口
政男
ご来賓ご祝辞
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会３３５－Ｃ地区ガバナー Ｌ南 清右衛門
台北市東南獅子会 会長 Ｌ陳
國順
台日合同アクティビティの発表
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 第二副会長 Ｌ竹内
幸平
感謝状の拝受
台日両会長
ブラザークラブよりお祝
ブラザークラブ各会長
閉会のゴング
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長 Ｌ野口
政男
京都東ﾗｲｵﾈｽｸﾗﾌﾞ 会長 LS越智
宜子
祝
舞
《 俄 獅 子 》（にわかじし）
祇園甲部 芸妓連
《祝 宴》
歓迎ご挨拶
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 結成５０周年実行委員長 Ｌ池内
勝
ご来賓のご紹介
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 第一副会長 Ｌ戸津川 聖信
乾 杯
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会３３５複合地区ガバナー協議会議長 Ｌ奥村
啓二
(３３５－Ｃ地区名誉顧問)
清 興
京舞
『君に扇』 『六段くずし』
祇園甲部 芸妓連
ライオンズ･ローア
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会３３５－Ｃ２Ｒ２Ｚｿﾞｰﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ Ｌ髙橋
東作
謝 辞
京都東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 結成５０周年実行副委員長 Ｌ後藤
良博
「また会う日まで」斉唱
19:30 閉 宴
迎接・誘導担当／執行部

We

Serve 京都マラソン
京都マラソン 2013

○３月１０日(日)開催 京都マラソン 2013 ＊３Ｒ１Ｚ合同アクティビティ
コース沿道整理ボランティアに協力(北山通 下鴨本通東付近)
※金銭ＡＣＴ Ｌ１０名・ＬＬ２名の昼食代 @６５５×１２名分 ￥７，８６０－
※労力ＡＣＴ １２名(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ１０名･ｻﾎﾟｰﾀｰ２名)×６時間
計 ７２時間
☆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中村 Ｌ松田 Ｌ三浦
Ｌ八木 Ｌ平本(ｻﾎﾟｰﾀｰ）ＬＬ杉江(ｻﾎﾟｰﾀｰ）(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱはＬ髙橋よりＬ中村に交替）
★お寒いなか早朝より長時間、皆様のご協力有難うございました。

ご寄贈いただきました
寄贈いただきました《３月第一例会 季節限定お
季節限定お楽しみ即売会
しみ即売会 》
○京都洛北ライオンズクラブ幹事Ｌ奥田 和義より、３月第一例会時に催しました即売会の全商品
並びに売上金５３，０００円を全額ドネーションとしてご寄附いただきました。
有難く厚く感謝申しあげます。（詳細は３月第１例会｢愛のことば｣欄に記載いたしております。）

新入会員（
新入会員（正会員）
正会員）のご紹介
のご紹介
きのした ゆたか

○木下
豊 様（1960 年 10 月～ 1967 年 9 月まで在籍の木下 忠夫様のご子息）
生年月日 昭和２７年１月２５日
現 住 所 〒 604-8441 京都市中京区西ノ京西中合町 29
℡ 090-3039-5000
勤 務 先 株式会社エグザム 代表取締役社長
〒 604-8441 京都市中京区西ノ京西中合町 29 木下ビル
℡ 075-231-0889 Fax075-211-5883
職
種 ＩＴ関連
Ｓ
Ｐ Ｌ小堀
進
◎去る３月１３日(水)開催の第１２回定例理事会に於いて入会が承認されました。
就きましてはご異議のございます方は、来る３月末日迄に会長宛親展として書面にてお申し出
下さい。
尚、ご入会は４月第一例会（３日(水)）を予定致しております。

次期３３５
次期３３５－Ｃ
３３５－Ｃ地区役員
－Ｃ地区役員
○当クラブ選出の次期（2013.7 ～ 2014.6）３３５－Ｃ地区役員は、次の方を推薦することに決定し
ております。
一年間ご苦労様ですが、ご活躍をお祈り致します。
＊Ｌ石田 とし子 ・2013 ～ 2014 年度地区ＰＲ･情報･ＩＴ委員長
We
Serve 事業資金獲得報告
○３月３日（日）京都市役所前フリーマーケット出店関係での収益金（詳細別記）
※皆様の多大のご協力有難うございました。

事 業 資 金 獲 得 額 ￥ １７３，
１７３，４７０ －
L 所属委員会決定
◇

○新入会員(賛助会員)Ｌ荒川 昌浩の所属委員会は、３月１３日(水)の第１２回定例理事会に於い
て、計画委員会と市民社会委員会に決定致しました。

会

合

○３月 ７日 第１回会員･会則委員会 於、京都国際ホテル｢平安の間｣
出席者 Ｌ徳田 Ｌ石田 Ｌ小堀 Ｌ西川(一) Ｌ太田
○３月 ７日 宇治ライオンズクラブとの４月第１･合同懇親お花見例会打合せ 於、長楽館
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ杉江 Ｌ髙橋
○３月１２日 (地区)第３回名誉顧問会 於、京都ホテルオークラ｢桃李｣
出席者 (地区)Ｌ西川(千)
○３月１３日 第１２回定例理事会 於、ぎおん｢翠雲苑｣
出席者 Ｌ小堀 Ｌ西川(一) Ｌ小山 Ｌ太田 Ｌ八木 Ｌ岡村 Ｌ徳田 Ｌ松田 Ｌ杉江 Ｌ髙橋
○３月１４日 ３Ｒ１Ｚ第３回ガバナー諮問委員会 於、グランドプリンスホテル京都｢貴船｣
出席者 Ｌ小堀 Ｌ太田
○３月２２日 アイバンク愛の光基金管理会 現及び次期執行部予定者との打合せ
出席者 Ｌ岡本
於、新･都ホテル
○３月２２日 ３月３Ｒ１Ｚ正副幹事会 於、喜久屋 駒井
出席者 Ｌ太田
広報委員会
３月１４日 編集 ３月２２日 校正

３月１３日
１３日(水) 於、ぎおん｢翠雲苑
｢翠雲苑」＊
翠雲苑」＊下記何
」＊下記何れも
下記何れも承認
れも承認
議 題
○会長ごあいさつ
［Ⅰ］報告事項
１）会長より
・京都マラソン・フリーマーケットが終わり、参加いただいた皆さんご苦労様でした。
２）幹事より
イ．２月３Ｒ１Ｚゾーン正副幹事会報告［２月１８日(月)開催］（議事録・添付資料別紙）
○３Ｒ１Ｚ合同アクティビティについて
●東日本大震災被災地支援事業報告
・先月報告済み。ライオン誌にも投稿済み。
●京都マラソン２０１３ボランティア協力〈３月１０日(日)〉
ボランティア：Ｌ･ＬＬ小山 Ｌ太田 Ｌ吉川 Ｌ小堀 Ｌ杉江 Ｌ中村 Ｌ松田 Ｌ三浦
Ｌ八木
サポーター：Ｌ平本 ＬＬ杉江

●第４回ふれあいボウリング大会〈４月１４日(日) 於、ラウンドワン京都河原町店〉
当クラブ競技者：Ｌ太田 Ｌ岡村 Ｌ梶谷 Ｌ平本 Ｌ八木
サポーター：Ｌ小堀 Ｌ杉江 Ast磯貝 を予定
●３Ｒ１Ｚ合同アクティビティ残金の取り扱いについて
・正副幹事会にて継続協議
○３Ｒ１Ｚ合同会新入会員懇談会について〈５月１５日(水) 於、円山公園「左阿彌」〉
・会費は１２，０００円までとする。
・次第の確認 ＊新入会員を対象として参加を募る。
・別途、当クラブ会員にも案内予定
○その他
●京都橘ライオンズクラブ(仮称)東日本大震災復興チャリティコンサート開催について
・後日案内予定
ロ．その他
［Ⅱ］審議事項
１）会員・会則委員会より
Ｌ徳田 文男
イ．新入会員（正会員）入会承認について（別紙）
◯木下 豊様（１９６０年１０月～１９６７年９月まで在籍の木下 忠夫様のご子息）
・入会を承認した。
◯入会式 予定日：４月３日(水)に入会式 (宇治ＬＣとの合同例会)を予定
◯入会式の際、地区ガバナーＬ南 清右衛門より新入会員へ｢歓迎の言葉｣贈
・３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソンＬ坂田が入会式に出席予定であるが、体調の都合上、
場合によっては元地区ガバナーＬ西川千大にお願いする。
・宇治ＬＣとの合同例会のため次第 要 調整
ロ．新入会員オリエンテーション開催について
◯開催日時：４月１２日(金) １７：３０～ 於、「佳久」中京区押小路通柳馬場西入る
◯講
師：Ｌ西川(千) Ｌ小山 Ｌ三浦
◯新入会員対象者(入会年月)：Ｌ髙橋(H18･10) Ｌ梶谷(H19･10) Ｌ岡村(H20･8)
Ｌ杉江(H22･1) Ｌ中村(H22･10) Ｌ馬渕(H23･3)
Ｌ松下(H24･5) Ｌ平本(H24･6) Ｌ木村(H24･7)
Ｌ荒川(H25･3)＋入会予定者 木下様
・オリエンティーション後の懇親会を当クラブ会員に対して案内予定
◯内 容：上記３講師に依頼予定とする。
◯登録料：７，０００円を予定
◯その他：・ホームページの出席確認等の利用方法説明 要
・３Ｒ１Ｚの新入会員合同懇談会の案内
ハ．賛助会員について
・賛助会員のＬ中村に、会則に基づき正会員へ資格変更依頼、Ｌ髙橋に勧誘依頼とした。
ニ．その他
２）事業資金獲得実行委員会より
Ｌ小山 芳樹
イ．京都市役所前フリーマーケット出店(３月３日(日))収支決算報告（別紙）
・事業資金獲得金額 １７３，４７０円
ロ．事業収益金使途について
・東日本大震災の被災奨学生へ
ハ．その他
３）計画委員会より
Ｌ髙橋 久永
イ．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）
◯タイムスケジュール(案)並びに予算(案)（別紙）
・開催場所は円山公園 長楽館、午後６時１５分～午後８時まで
登録料：正会員 ７，５００円・その他の会員 １１，５００円
・希望者のみ、午後３時３０分から「よしもと祗園花月」にて鑑賞
入場料３，１５０円を予定(通常４，０００円) ＊別途徴収
ロ．６月第一・チャーターナイト５３周年記念同伴例会(６日(木)）について
開催場所：京都国際ホテル２Ｆ「平安の間」
◯タイムスケジュール(案)並びにご来賓(ご案内先)予定者（別紙）
・記念講演は午後６時からを予定
・ご来賓については予定者案通りとする。
◯記念講演 ＊継続審議
◯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）
謝礼：３０万円の予定
◯アトラクション ＊継続審議
・計画委員会から提案とする。
ハ．その他
４）新入会員所属委員会決定について
・Ｌ荒川 昌浩(賛助会員)－〈運営〉計画委員会・〈事業〉市民社会委員会

５）網野ライオンズクラブ結成５０周年記念式典について（別紙） ※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 はなれ風香（網野ＬＣ 元会長Ｌ沖田 康彦） 登録料：１０，０００円］
ご登録者：(ご招待)Ｌ小堀 Ｌ太田 (一般)Ｌ西川(千) Ｌ石田 Ｌ植村 Ｌ岡村 Ｌ吉川
Ｌ小山 Ｌ杉江 Ｌ髙橋 Ｌ徳田 Ｌ西川(一) Ｌ松田 Ｌ三浦 Ｌ八木 Ast 磯貝(登録料無料）
◯御祝い金については、２０万円とする。
※参考まで：京都平安ＬＣＣＮ５０周年記念式典時には網野ＬＣよりお祝い金２０万円拝
受。但し、二次会(於、京都全日空ホテル)は当クラブ全額負担(Ｌ１５名＋ AST)
（相互の４０周年記念式典時はお祝い金１０万円）
◯交通手段について ＊再審議
・マイクロバス（個人負担４，０００円）
集合 ６：４５ 京都国際ホテル 正面玄関 出発 ７：００
佳松苑 出発 １５：３０ 京都国際ホテル着 １９：００(予定)
１台バスチャーター代 ４，０００円/人として、不足額は計画委員会の余剰金を充当
する。
６）３３５複合地区第５９回年次大会代議員選出について（別紙）
［５月２６日(日) 登録受付１３：００～１３：３０
式 典１３：３０～１６：３０ 於、大津プリンスホテル３Ｆ｢プリンスホール｣
晩餐会１７：００～１９：００ 於、 〃 ２Ｆ「淡海」 晩餐会登録料：１０，０００円］
｛代議員定数は４月１日現在で１年と１日在籍の会員数１０名につき１名の割合及び
端数５名につき１名（ライオンズ必携第５２版６６頁 国際会則付則第９条３項）｝
※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
＊例年、次期地区及びクラブ役員より選出
・上記の通り、次期地区委員長Ｌ石田、次期会長Ｌ西川(一)、次期幹事Ｌ岡村にお願い
する。
７）同上３３５複合地区第５９回年次大会代議員旅費交通費支給について
・旅費交通費は各自個人負担
８）宇治ライオンズクラブ結成４９周年記念例会お祝いについて（別紙）
［３月２１日(木) １８：１５～２０：３０ 於、パルティール京都 登録料：５，０００円］
※会長・幹事ご出席（ご招待）承認
・お祝い金は例年通り２名で１万円とする。
９）その他
・幹事より、３月２７日(水)開催の京都洛北ＬＣのオークション例会にビジターとして参加
いただきたい。
次回第１３回定例理事会開催日時・場所
４月１１日（木）１８：００～
於、花心亭 みのこう 予定
［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
○４Ｒ１Ｚ山城ライオンズクラブは３月７日(木)、結成５０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、地区よりＬ西川(千)、クラブよりＬ小堀･Ｌ太田がご臨席になりました。
○４Ｒ３Ｚ宇治ライオンズクラブは、結成４９周年記念例会を３月２１日(木)にパルティール京都
に於いて開催され、スポンサークラブとしてご招待を受けＬ小堀、Ｌ太田がご出席になりました。

３３５複合地区第
３３５複合地区第５９
複合地区第５９回年次大会代議員
５９回年次大会代議員
○来る５月２６日(日)に、大津プリンスホテルにて開催の３３５複合地区第５９回年次大会代議員
は、３月１３日(水)開催の第１２回定例理事会に於いて次の方々に決定致しました。
何卒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石田 とし子 Ｌ西川 一彌 Ｌ岡村 健

網野ライオンズクラブ
網野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 ご登録者
○５月第一・振替え例会の網野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。
［５月１２日(日) 記念式典 １１：００～１２：００ 祝宴 １２：３０～１４：３０
於、佳松苑 はなれ風香（網野ＬＣ 元会長Ｌ沖田 康彦） 登録料：１０，０００円］
ご登録者：(ご招待)Ｌ小堀 Ｌ太田 (一般)Ｌ西川(千) Ｌ石田 Ｌ植村 Ｌ岡村 Ｌ吉川 Ｌ小山
Ｌ杉江 Ｌ髙橋 Ｌ徳田 Ｌ西川(一) Ｌ松田 Ｌ三浦 Ｌ八木 Ast 磯貝(登録料無料)
集合・受付
６：４５ 京都国際ホテル 正面玄関 ※時間厳守
マイクロバス出発 ７：００ .マイクロバス個人負担４，０００円
佳松苑 出発１５：３０→ 京都国際ホテル着１９：００(予定)
＊４月第一例会にて登録料(正会員６，０００円･その他の会員１０，０００円)
にバス代(４，０００円)を併せて徴収させていただきます。

L前例会出席率

第１２８１回例会 ３月７日(木)
○メンバー ３５名 出席 ２５名 欠席 ０名 メークアップ ８名
終身会員 ２名(１名ご出席) 優待会員 ２名(２名ご出席) 賛助会員 ４名(３名ご出席)
平均率 100% ホームクラブ例会出席率 70.1% ホームクラブ例会平均率 60.5%
・メークアップの方 Ｌ岡本 Ｌ吉川 Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ松田 Ｌ馬渕 Ｌ八木 Ｌ吉本
・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(ご出席) Ｌ川勝(ご出席)
・賛助会員４名 Ｌ中村 Ｌ松下(ご出席) Ｌ平本(ご出席) Ｌ荒川(ご出席)

○第一例会・
第一例会・宇治ライオンズクラブ
宇治ライオンズクラブとの
ライオンズクラブとの合同懇親
との合同懇親お
合同懇親お花見例会
４月 ３日(水) 登 録
１７：４５ 於、祇園 円山公園｢長楽館｣
例会・懇親会 １８：１５～２０：３０ 登録料¥7,500-・¥11,500＊希望者のみ ｢よしもと祗園花月｣鑑賞 １５：００集合 １５：３０(開演)～１７：３０ ¥3,150○第二例会・
第二例会・３３５－Ｃ
３３５－Ｃ地区第
振替え例会
－Ｃ地区第５９
地区第５９回年次大会
５９回年次大会・
回年次大会・懇親会 ＊振替え
４月２０日(土) 代議員総会 １０：００～１２：１５ 於、大津プリンスホテル 2F「淡海」
＊出席者：Ｌ西川(千)･Ｌ八木･会長･幹事
式典受付
１２：４５～１３：３０
1F 受付
式
典
１３：３０～１６：００
2F「淡海」
懇 親 会
１６：３０～１８：３０
〃
○第１３回定例理事会
１３回定例理事会
４月１１日(木) １８：００ 於、花心亭 みのこう
○「公益信託京都平安ﾗｲｵﾝｽ
公益信託京都平安ﾗｲｵﾝｽﾞ
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
ｸﾗﾌﾞ奨学基金」
奨学基金」平成２５
平成２５年度奨学金給付生認定状授与式
２５年度奨学金給付生認定状授与式
４月 ４日(木) １５：００～ 於、京都国際ホテル２Ｆ「愛宕の間」
○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
４月１２日(金) 登 録 １７：００ 於、創作料理｢佳 久｣ 当日会費¥7,000オリエンテーション・懇親会 １７：３０～２０：００
○４月よりどころの会
よりどころの会
４月１１日(木) １９：００ 於、花心亭 みのこう
当日会費¥6,000-程度
○第５８４回
５８４回サッポロ古都会
サッポロ古都会
４月２３日(火) １８：００ 於、西陣｢魚新｣ 当日会費¥11,000お世話役：京都ロイヤルライオンズクラブ Ｌ児玉 Ｌ杉本

事業資金獲得・京都市役所前フリーマーケット 計算書
２０１３年３月３日（日）於、京都市役所前広場
（収入の部）
フリーマーケット売り上げ金
マスク売り上げ金 ＊２２箱

８５，４７０－
８８，０００－

（１箱５０ケース・１ｹｰｽ 40 枚入)
金銭ドネーション（５名）
合
計

５０，０００－
￥２２３，４７０－

（支出の部）
・フリーマーケット ブース代(２ブース)
〔特定非営利活動法人プラスワンヘットワークへ〕
・マスク買い上げ代(￥２，０００×２２箱)
合
計

６，０００
４４，０００
△￥５０，０００－

事業資金獲得額 ￥１７３，
１７３，４７０－
４７０－
◎金銭ドネーション
Ｌ榎

哲朗

￥１０，０００×５名
Ｌ太田 守 Ｌ岡村 健

Ｌ平松壽夫

Ｌ元木

茂

計 ５名

￥５０，０００－

◎出品ご寄贈者

計１５名
Ｌ石田とし子 Ｌ植村一太郎 Ｌ岡本喜久穂 Ｌ小堀 進 Ｌ小山芳樹 Ｌ杉江 学 Ｌ髙橋久永
Ｌ西川一彌 Ｌ松田太蔵 Ｌ八木廣和 Ｌ川勝敏廣 Ｌ松下真子 Ｌ平本貴子 山中孝子様 Ast 磯貝薫

◎当日のお手伝い
Ｌ・LL 吉川哲朗
Ｌ・LL 小山芳樹
Ｌ・LL 杉江 学
Ｌ・LL 松田太蔵
Ｌ太田 守
Ｌ小堀 進
Ｌ髙橋久永
Ｌ三浦正毅
Ｌ八木廣和
Ｌ中村 舜
Ｌ松下真子
Ｌ平本貴子
LL 川勝ゆかり
Ast 磯貝薫
※労力アクティビティ １８名×８時間
計 １４４時間
京都平安ライオンズクラブ
会
長
小
事業資金獲得実行委員長 小
〃
副委員長 髙

堀
山
橋

芳
久

進
樹
永

ファイン

愛 の こ と ば

ドネーション

３月第１
５，３１１円
月第１例会
３１１円
累
計
５９，
５９，３６８円
３６８円
３月第１
１８３，
月第１例会
１８３，０００円
０００円
累
計 １，４４３，
４４３，０００円
０００円

ご寄贈御礼
京都洛北ライオンズクラブＬＣ幹事 Ｌ奥田 和義より、即売品を多数ご寄贈賜り、
売上金を全額ドネーションいただきました。
厚く御礼申しあげます。(３月第一例会ドネーションに加算させて頂きます｡)
〈苺@1,000 × 5 ｹｰｽ ¥5,000-･柿@1,000 × 5 ｹｰｽ ¥5,000-･はるみ@1,000 × 5 ｹｰｽ ¥5,000-･
かん平@3,000 × 4 ｹｰｽ ¥12,000-･ﾄﾏﾄ@2,000 × 5 ｹｰｽ ¥10,000-･ 詰合せ@1,000 × 15 セット ¥15,000(詰合せ内容:バナナ 30 袋(各 2)･山芋 15 袋(各 1)･しば漬けｾｯﾄ(2 種入)15 袋(各 1))〉＋¥1,000３／７ 季節限定旬の即売会 総売上金 ￥５３，０００－
Ｌ小堀
進
・荒川さん入会おめでとうございます。
一生涯のご縁になりますように！
・京都洛北ＬＣの奥田さん温かいお心に感謝いたしま
す。
・フリーマーケットにご協力いをただきましてありが
とうございました。
おかげさまですべて完売となりました。
¥20,000Ｌ西川 千大
次期会長西川一彌さんを始め役員理事の方々のご健
闘を心よりお祈り致します。
¥10,000Ｌ石田 とし子
1.荒川さん、本日のご入会おめでとうございます。
ご活躍を！
1.西川(一)次期会長はじめ次期役員･理事の皆様、ごく
ろう様です。
よろしくお願い致します。
¥10,000Ｌ西川 一彌
荒川 昌浩様ご入会おめでとうございます。
今後我々の良き仲間として楽しいクラブ活動に参加
して頂けること、お喜び申しあげます。
¥10,000Ｌ小山 芳樹
◯ 荒川さん入会おめでとうございます。
楽しいクラブライフをご一緒しましょう。
◯ 先月 誕生日をお祝いいただきました。
ありがとうございます。
¥10,000Ｌ岡村
健
・新入会員・荒川 昌浩Ｌ、入会心よりおめでとうござ
います。
・来期幹事をさせて頂く事になり、京都平安ＬＣの会
員として心新たにして、がんばっていきたいと思っ
ております。
¥10,000Ｌ吉田 祐造
誕生日をお祝頂たゞき感謝致します。
荒川ジュニア歓迎します。
¥10,000-

Ｌ矢口 雅彦
①次期会長Ｌ西川 一彌 ガンバレ！
②荒川様 入会おめでとうございます。
¥10,000Ｌ元木
茂
次期役員理事の皆様ご苦労さまです。
１年間よろしく御指導賜りますよう。
荒川様入会おめでとうございます。
¥10,000Ｌ川勝 敏廣
◯ 荒川 昌浩様入会おめでとうございます。
今後の活躍を期待しています。
◯ 結婚記念日を祝って頂きありがとうございました。
¥10,000Ｌ杉江
学
荒川さん入会おめでとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
¥5,000Ｌ采野 弘和
荒川さんの入会を祝して!!
熱烈歓迎!!
今後のご活躍をお祈りいたします。
¥5,000Ｌ川合 嘉彦
家内の誕生日と忘れた結婚記念を思い出させて
いただきました。
有難度ご座居ます。
本日はケンカをしない様に心掛けます。
¥5,000Ｌ荒川 昌浩
はじめまして、今回入会させていただきました荒川
です。
はじめましてと言っても、父が在籍中にお世話にな
った方々がたくさんいらっしゃいますので、心強い
かぎりです。
今後共よろしくお願い致します。
¥5,000-

