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～試（こころ）
こころ）みよう！
みよう！共感でつながり
共感でつながり、
でつながり、よりどころへ～
よりどころへ～

第１２７４回１１月第二例会 第53期 フリーマーケット準備例 会 2012.
2012.11.
11.15(
15(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
「ライオンズヒム」「京都平安ライオンズクラブの歌」斉唱
ご来賓・ビジターのご紹介
会長ご挨拶
Ｌ小堀
進
ご挨拶
京都東ライオンズクラブ 会長 Ｌ野口 政男
楽しく会食
京都市役所前フリーマーケット出店の趣旨並びに総括説明と準備
質疑・応答
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
14:00 開会のゴング
会長 Ｌ小堀
進
迎接担当／事業資金獲得実行委員会

ご来賓ご
来賓ご芳名
ブラザークラブ

京都東ライオンズクラブ
会
長
結成５０周年実行委員長

Ｌ野口
Ｌ池内

政男
勝

We
Serve アクティビティ
○１１月第一・京都府立植物園『平安の郷』野外こども文庫｢きのこの家｣
清掃・整備例会アクティビティ〈１１月１日(木)〉（市民社会委員会）
※金銭アクティビティ
１．京都府立植物園北口新設(北山門前整備)に伴う掲示板（２基）を寄贈
(京都平安ライオンズクラブの文字揮毫入り)
￥２６９，８５０
２．『平安の郷』清掃・整備諸費用
(明細) 軍手
１０双 ¥440
雑巾
２０双 ¥594
ゴミ袋 １０枚 ¥128
￥２，３０７
スポンジ類
¥105
ハンドタオル ２５枚 ¥1,040
金銭アクティビティ 合 計
￥２７２，１５７－
＊上記未使用の清掃道具一式は次回まで保管
※労力アクティビティ ２０名×１時間
計 ２０時間
☆労力アクティビティご協力者
Ｌ植村 Ｌ榎 Ｌ太田 Ｌ岡本 Ｌ梶谷 Ｌ小堀 Ｌ杉江 Ｌ髙橋 Ｌ徳田 Ｌ西川(一) Ｌ平松
Ｌ松田 Ｌ三浦 Ｌ元木 Ｌ八木 Ｌ矢口 Ｌ吉田 Ｌ中村 Ｌ平本 Ast磯貝
＊府立植物園の駐車場は全台無料でした。（通常￥８００－）
★皆様のご協力に感謝申しあげます。

献血実施報告
○１０月２４日（水）
場所、献血ルーム・四条
＊奥原 滋典様（Ｌ太田ご紹介） 採血＠４００ã
○１１月 ２日（土）
場所、京都地方法務局
受付数 １９名 採血数 １５名 不適格数 ４名
内訳 @200 ã× 0 名 @400 ã× 15 名=6,000 ã
○１１月 ５日（月）
場所、献血ルーム・四条
受付数 ５５名 採血数 ４９名 不適格数 ６名
内訳 @200 ã× 0 名 @400 ã× 17 名=6,800 ã 成分@600 ã× 32 名=19,200 ã
○１１月１０日（土）
場所、献血ルーム・四条
受付数 １０４名 採血数 ９１名 不適格数 １３名
内訳 @200 ã× 0 名 @400 ã× 40 名=16,000 ã 成分@600 ã× 51 名=30,600 ã

１１月ライオンズレート

会

１＄８０円

合

○１１月 ５日 アイバンク愛の光管理会 常任理事会 於、三井住友信託銀行京都支店
出席者 Ｌ岡本
○１１月 ６日 アイバンク愛の光管理会 １０月分会計検査・指導 於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
○１１月 ８日 第８回定例理事会 於、｢パリ２１区｣
出席者 Ｌ小堀 Ｌ西川(一) Ｌ小山 Ｌ平松 Ｌ八木 Ｌ岡村 Ｌ徳田 Ｌ松田 Ｌ杉江 Ｌ髙橋
広報委員会
１１月８日 編集 １１月１４日 校正

１１月
１１月８日(木) 於、「パリ２１
パリ２１区
２１区」＊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
イ ．京都洛陽ライオンズクラブ「金毛茶会」お祝いについて ＊三役招待(幹事・会計出席予定)
［１１月９日(金) 於、渉成園 枳穀邸］
◯例年お祝い金１万円拠出
確認
ロ．京都東ライオンズクラブ会長・結成５０周年実行委員長ご来訪について
＊１１月第二例会(１５日(木)）
確認
ハ．その他
２）幹 事 より
イ．結成５３周年記念関連交歓費・札幌ライラックライオンズクラブ歓迎決算報告（別紙）
承認
ロ．１０月３Ｒ１Ｚゾーン正副幹事会報告［１０月２９日(月)開催］（議事録・添付資料別紙）
◯３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会の件
前回からの変更点を確認
◯３Ｒ１Ｚ合同新春例会の件
◯３Ｒ１Ｚ合同東日本大震災被災地支援活動｢被災地支援即売会｣クラブよりの提供品につ
いて
＊＠５００×５０ヶ（開会前に開催）※審議事項
承認 品目は会長・幹事一任
◯３Ｒ１Ｚ合同新入会員研修会の件（２０１３年５月１５日(水)夕刻より開催予定）
◯クラブよりの出席者について
開催概要を確認 次回以降細部審議予定
ハ．その他
［Ⅱ］審議事項
１）会計より
Ｌ平松 壽夫
イ．１０月分収支会計決算承認の件（別紙）
承認 福利厚生費（社会保険料等）の詳細等については要再確認
ロ．その他
※協議事項
メンバーの減少に伴い 経費節減が必須
アシスタントの賞与についても要協議
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関連について（別紙参照）
日時：１１月１７日(土) １０：００～１６：００（雨天の場合１１月２３日(金・祝)）
費用：６，０００円／２ブース（１ブース３ｍ×３ｍ）
◯集合時間・場所：午前８時半頃から搬入準備予定
◯出品内容：雑貨・衣料・子供の喜ぶ物品・書籍
その他：
◯商品入手・方法：例会にて提供品等の確認
◯参加者： 午前５名・午後５名を予定
要ＬＬの参加時間を確認すること。
◯販売・事務処理：釣り銭の準備・アクティビティ用ウインドブレーカーの準備
◯搬入・搬出：
◯メンバー役割分担：
ロ．メンバーよりのご提供品と終了後の取り扱い等について
ハ．１１月第二・フリーマーケット準備例会〈１５日(木)〉のもち方について（次第案別紙）
上記イ・ロの詳細内容については、Ｌ髙橋にて調整していただき例会にて再確認
ニ．その他

３）計画委員会より
Ｌ髙橋 久永
イ．１０月第二・結成５３周年記念同伴懇親例会〈１８日(木)〉収支計算書報告（別紙）
承認
ロ．１２月第二・（２３日（日・祝））歳忘れ家族同伴懇親例会について
◯予算(案)並びにタイムスケジュール(案)（別紙）
予算(案)は当日会費(ＬＬ･同伴者)・景品代等、修正のため再考する。
（食事なしの２例会(１１月第一・１２月第一例会)の正会員の例会食費分を充当・算入す
る。）
タイムタイムスケジュール(案)は概ね承認
◯地区役員・役員・理事・委員長賞の設定について（別紙）
各賞の設定はなし、よって抽選会による賞品はなし。但し、お子様用のプレゼントは全員
に用意する。
詳細は計画委員長一任
◯アトラクションについて
ブルースシンガーによる懇親会のアトラクションを予定（食事中の演奏をも含む）
子供達のアトラクションについては必要、早急に検討する。
ハ．その他
４）市民社会委員会より
イ．１１月第一・府立植物園『平安の郷』野外こども文庫「きのこの家」清掃・整備例会
〈１日(木)〉アクティビティ報告（別紙）
承認
ロ．その他
５）１２月第一例会〈６日(木)〉詳細について
開催時間： １７：００～１７：３０頃まで
場所： 京都国際ホテル「貴船の間」を予定
内容： 会長・幹事に一任
食事： なしとし、終了後、よりどころの会を予定（食事代は参加者負担）
６）第５３期下半期行事予定（案）について（別紙）
承認
７）その他
＊次回第９回定例理事会開催日
１２月１３日（木）１８：００～
場所、未定
［Ⅲ］議事録確認

表千家お
表千家お初釜のごあんない
初釜のごあんない
○日 時
平成２５年１月１１日(金) 午後４時
場 所
「 不審庵 」 上京区小川通寺之内上ル
ご挨拶料 ４０，０００円
※メンバー、ご家族様のお申し込みは１２月７日(金)迄にお願い申しあげます。

ブラザークラブだより
ブラザークラブだより
○宇治ライオンズクラブは１１月２日(金)に宇治カントリークラブに於いて聴覚障害者支援事業の
｢第１８回チャリティゴルフ大会｣を開催され、当クラブより次の方々がご出席になりました。
ご出席者：Ｌ吉本 Ｌ西川(一) Ｌ岡村
○京都洛陽ライオンズクラブの毎年恒例の｢金毛茶会｣は、１１月９日(金)、渉成園 枳穀邸にて催
され、ご招待のＬ西川(千)、Ｌ･LL 太田、Ｌ平松がご出席なさいました。
○京都西ライオンズクラブは、ＣＮ５０周年記念式典を１１月１２日(月)に京都ホテルオークラに
於いて挙行され、地区よりＬ西川(千)、クラブよりＬ小堀 Ｌ太田がご出席になりました。

「アイバンク愛
アイバンク愛の光基金管理会」
光基金管理会」事務所移転のお
事務所移転のお知
のお知らせ
○アイバンク愛の光基金管理会 理事長 則武 清司様より、１１月２８日(水)から新事
務所に移転のご連絡をいただきました。
新住所：京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町 594 番地
岡本鏡店ビル５階 ５０３号室
０７５－３６１－５７６３
FAX ０７５－３６１－５９３５
URL
http://homepage3.nifty.com/eye-bank-ainohikari/
E-MAIL eye-bank-ainohikarikikin@nifty.com
第３回３Ｒ１Ｚゴルフコンペ
○１０月３１日(水) 於、センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
ご出席者：Ｌ吉本 Ｌ岡村

うづき会
うづき会
○１１月６日(火) 於､京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース
優 勝 成田 貴志様
次回開催：１２月４日(火) ８：０８スタート 於､京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース
３Ｒ１Ｚ囲碁同好会１１
囲碁同好会１１月
１１月
○１１月７日(水) 於、谷口総合法律事務所(京都北ＬＣ）
ご出席者：Ｌ太田

３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ
親善チャリティゴルフ大会成績
チャリティゴルフ大会成績
○１１月１１日（日） 場所：瀬田ゴルフコース 西コース
表彰式及び懇親会：グランドプリンスホテル京都 B1F｢ローズルーム｣１８：３０～
◎団体順位(上位５名の合計ネットにて決定) ３３名参加 チャリティ金¥162,000優勝：京都洛北ＬＣ ﾈｯﾄ３７６．８点
２位：京 都 橘ＬＣ ﾈｯﾄ３７８．８点
☆３位：京都平安ＬＣ ﾈｯﾄ３９０．８点
〈①Ｌ岡村(個人総合準優勝) ②Ｌ松田 ③太田 ④Ｌ梶谷 ⑤Ｌ小山〉
４位：京 都 北ＬＣ ﾈｯﾄ４０４．４点 ５位：京都洛央ＬＣ ﾈｯﾄ４２７．４点
★ご出席者：Ｌ太田 Ｌ梶谷Ｌ小山 Ｌ松田
＊ゴルフのみ：Ｌ岡村
＊懇親会のみ：Ｌ小堀 Ｌ八木
＊登録のみ：Ｌ吉本

文化同好会予告

當る巳歳「吉例顔見世興業」観劇

○日時：１２月１日(土) 昼の部１０：３０開演 ＊１等席
＊同好会メンバーには間もなくチケットを送らせていただきます。（一口１枚）

L前例会出席率

第１２７３回例会 １１月１日(木)
○メンバー ３４名 出席 １９名 欠席 ０名 メークアップ １０名
優待会員 ２名 終身会員 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 55.6% ホームクラブ例会平均率 64.6%
・メークアップの方 Ｌ石田 Ｌ采野 Ｌ岡村 Ｌ吉川 Ｌ木村 Ｌ小山 Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ馬渕
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 Ｌ川勝
・賛助会員３名 Ｌ中村(ご出席) Ｌ松下 Ｌ平本(ご出席)

○第一例会・
第一例会・夜の通常(
通常(お試し)例会
１２月 ６日(木) 登
録 １６：３０ 於、京都国際ホテル「貴船の間」
例
会 １７：００～１７：３０（予定）※食事なし
○第二例会・
第二例会・歳忘れ
歳忘れ家族同伴懇親例会
１２月２３日(日･祝) 登
録 １６：３０ 於、京都国際ホテル「二条の間」
例
会 １７：００～１７：２０（予定）
懇 親 会 １７：３０～２０：００
〃
※詳細は、後日正式にご案内させて頂きます。
○第９回定例理事会
１２月１３日(木) １８：００ 場所未定
※詳細は、決定後ご案内させて頂きます。
○１２月第
１２月第１
月第１回よりどころの会
よりどころの会（第一例会終了後）
第一例会終了後）
１２月 ６日(木) 時間・場所未定
※詳細は、決定後ご案内させて頂きます。
○１２月第
１２月第２
よりどころの会（定例理事会終了後）
定例理事会終了後）
月第２回よりどころの会
１２月１３日(木) １９：００ 場所未定
※詳細は、決定後ご案内させて頂きます。
○うづき会
うづき会コンペ
１２月 ４日(火) スタート ８：０８ 於、京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース
○第５８０回
５８０回サッポロ古都会
サッポロ古都会
１２月１８日(火) １８：００
お世話役：常任会長Ｌ西川(千) 常任幹事Ｌ近藤(宇治ＬＣ) Ｌ松田
※詳細は、後日正式にご案内させて頂きます。

連絡

AST 磯貝は１１月２８日(水)若しくは２９日(木)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。

第５３期 札幌ライラックＬＣ 歓迎二次会関連諸費用明細
＊交歓費
○札幌ライラックＬＣ ウェルカム粗品代
Ｌ＠１，６８０×３名
ＬＬ＠１，２６０×１名
（送料サービス）

￥５，０４０
￥１，２６０

計￥６，３００－
○１０月１８日（木） 二次会（結成５３周年記念例会終了後）
・「アプレ・ミディ」
＠５，０００×４名
￥２０，０００－
（札幌ライラックＬＣ ４名様分）
合

計

￥２６，３００－

☆「アプレ・ミディ」支払い
１８名分 ￥９０，０００－
＊Ｌ平本 貴子のご厚意により１名分サービス
〈ご参加者〉
＊札幌ライラックＬＣ：Ｌ３名・ＬＬ１名 計４名（Ｌ川村 Ｌ遊佐 Ｌ･ＬＬ滝本）
＊京都平安ＬＣ
（当日会費 一人￥５，０００×１４名徴収）
Ｌ小山 Ｌ髙橋 Ｌ徳田 Ｌ西川(一) Ｌ西川(千) Ｌ松田 Ｌ三浦 Ｌ元木 Ｌ松下
Ｌ･ＬＬ太田 Ｌ･ＬＬ小堀 Ｌ･ＬＬ杉江 １５名

第５３期１０月第二・結成５３記念同伴懇親例会収支計算書
２０１２年１０月１８日（木）
於、京都国際ホテル｢平安の間｣
（収入の部）
例会食費

＠４，０００×３０名
１２０，０００
(正会員２７名＋終身Ｌ西川(千)･賛助Ｌ松下･Ｌ平本)
当日会費
Ｌ ＠１２，０００×２２名
２６４，０００
ＬＬ＠１１，０００× ９名
９９，０００
ご来賓お祝金（登録料）
５０，０００
（札幌ライラックＬＣ Ｌ３名･ＬＬ１名)
繰越剰余金(納涼家族同伴懇親例会分）
５０，３７８
合

計

（支出の部）
京都国際ホテル支払い
＠９，０００×３７名(ゲストスピーカー･AST含)
(料理代・飲物代・サービス料・消費税・他）
〃 音響設備(ｽﾀﾝﾄﾞｲｸ３本・ＣＤ再生）
＊アトラクション用マイク含
記念講演謝礼（佐藤 弘樹様）
アトラクション謝礼（フラメンコ）
〃
出演者食事代(４名分)
ご来賓お土産代 ＠２，０００×Ｌ３名
＠１，５００×ＬＬ１名
合

計

￥５８３，３７８－

３３３，０００
１６，１２５
１００，０００
９０，０００
５，４８０
７，５００

￥５５２，１０５－

差し引き剰余金 ￥３１，２７３－・・計画委員会預かり金と致します。
＊ゲストスピーカー
佐藤
弘樹様
アルファステーション α-MORNING KYOTO パーソナリティー・京都外国語大学講師
＊アトラクション「フラメンコ」４名（唄・ギター・踊り）
山内 恵子(ルイサ)様・ハイメ 吉川様・筧 章子様・濱野

栄里様

※京都国際ホテルのサービス
・ご来賓･ゲストスピーカー･アトラクション控え室｢貴船の間｣２室
・アトラクション出演者４名の飲物
※アトラクション用ダンスフロアは使用しませんでした。
京都平安ライオンズクラブ
計画委員長
髙橋 久永

愛 の こ と ば

ファイン
ドネーション

Ｌ植村 一太郎
家内と私の誕生日・結婚記念日を祝って頂きありがと
うございます。
¥15,000Ｌ小堀
進
金子園長様、スピーチ御礼申しあげます。
清掃で清らかな気持ちにさせてもらいました。
皆さん おつかれさまでした。
¥10,000-

1１月第１
１，８００円
月第１例会
８００円
累
計
３４，
３４，２３６円
２３６円
1１月第１
４０，
月第１例会
４０，０００円
０００円
累
計 ８０９，
８０９，０００円
０００円

Ｌ榎
哲朗
誕生日、結婚記念日の御祝をして戴きありがとうご
ざいます。
¥10,000Ｌ三浦 正毅
妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。
¥5,000-

