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第１２７６回１２月第二例会 第53期歳忘れ家族同伴懇親例会 2012.
2012.12.
12.23(
23(日･祝)京都国際ホテル
京都国際ホテル｢
ホテル｢二条の
二条の間」
例
会
17:00 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
会長ご挨拶
Ｌ小堀
進
委員長・幹事及び同好会報告
17:20 閉会のゴング
会長 Ｌ小堀
進
－休 憩－
懇 親 会
司会進行 計画委員長 Ｌ髙橋 久永
17:30 サンタさんのお出迎え
開宴のご挨拶
第一副会長 Ｌ西川 一彌
乾杯
前会長 Ｌ石田 とし子
楽しく会食・歓談
『マジックショー』
京都大学奇術研究会KUMA (Kyoto University Magicians' Association）
ミュージックタイム『 大人と子どものクリスマスナイト 』
シンガーソングライター 夏木 アルバ様
テールツイスター登場
Ｌ岡村
健

ドネーション「愛のことば」発表
閉宴のご挨拶
20:00 「また会う日まで」斉唱
ソングリーダー
迎接・誘導担当／計画委員会

Ｌ采野

弘和・Ｌ元木

第二副会長
茂・Ｌ岡村 健

Ｌ小山

芳樹

アトラクション

シンガーソングライター
夏木

アルバ

様

《Profile プロフィール》
〈ＧＥＮＲＥ ジャンル〉

Ｒ＆Ｂ、ＪＡＺＺ、ＰＯＰＳ、ＧＯＳＰＥＬ

〈ＢＡＣＫ ＧＲＯＮＤ 来歴〉
長崎県の五島列島で幼少期を過ごし、福岡の小中高校を卒業。
１８歳単身でロサンゼルスへ留学。
帰国後、東京で音楽プロデューサーに発掘され歌のレッスンを始める。
東京を活動拠点として音楽の道を志す。
現在、関東・関西を中心にソロ活動中。
〈ＣＡＲＥＥＲ 経歴〉
大黒摩季様 ＭＡＫＥ Ａ ＷＩＳＨ バックコーラス
パシフィコ横浜のコンサートの際、同曲のバックコーラス
大阪のゴスペルグループ なにわブラックペッパーズのメンバーとして活動。
企業の決起会、チャペルウェディング、ホテル、クラブのショーイベント等にて幅広く活動。
現在、オリジナル曲製作の為、アイ・コーポレーションに所属。

〈初ミニアルバムＣＤ〉
「ＲＥＣＩＰＥ－心の処方箋－」
レーベル：Ainever music
発売日：2012 年 09 月 26 日 全国発売
AIN-1002 税込 2,000 円
全国の CD ショップにてお買い求めいただけます。

KUMA (Kyoto University Magicians' Association）

京都大学奇術研究会

京都大学マジックサークルＫＵＭＡ
＜サークル概要＞
頭文字をとってマジックサークルＫＵＭ A ということもあります。
名前のとおり手品をしているサークルで、週２回手品を練習しています。
ステージマジックだけではなく、テレビでよくみるトランプを使ったテーブルマジック
なども実演します。
１～３回生約５０～６０人と、京都大学文化系サークルでは最大規模を誇っています。
また、１１月に行われる京大の文化祭を目標に日々練習し、その文化祭では毎年Ｎｏ.１
の集客率で文化祭の顔の一つとなっています。
他にも、幼稚園や老人ホームなどで手品を披露し、拡い分野で交流活動しております。

We
Serve アクティビティ報告
アクティビティ報告
○１１月第一例会に於いて京都府立植物園に贈呈の北口新設（北山門前整備)に伴う掲示板一式
（２基）が完成、設置が完了いたしましたのでご披露申しあげます。

会

合

○１２月 ６日 アイバンク愛の光基金管理会 １１月分会計指導 於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
○１２月 ６日 アイバンク愛の光基金管理会 広報委員会 於、岡本鏡店ミーティングルーム
出席者 Ｌ岡本 Ｌ岡村
○１２月１０日 ３Ｒ１Ｚ１２月ゾーン正副幹事会 於、はふう御所南店
出席者 Ｌ太田 Ｌ八木
○１２月１１日 アイバンク愛の光基金管理会 地区 LCIF･視力ﾌｧｰｽﾄ･献眼推進委員長Ｌ中井 正記
及び三役懇談会
於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
○１２月１３日 第９回定例理事会 於、メンバーサロン「京都経済倶楽部」
出席者 Ｌ小堀 Ｌ西川(一) Ｌ太田 Ｌ平松 Ｌ八木 Ｌ岡村 Ｌ徳田 Ｌ松田 Ｌ杉江 Ｌ髙橋
○１２月１４日 (地区)第２回会員増強合同委員会 於、権太呂本店
出席者 (地区)Ｌ八木
○１２月２０日 アイバンク愛の光基金管理会 三役会議 於、岡本鏡店ミーティングルーム
出席者 Ｌ岡本
広報委員会
１２月１２日 編集 １２月２１日 校正

１２月
１２月１３日
１３日(木) 於、京都経済倶楽部

＊下記何れも
下記何れも承認
れも承認

○会長ごあいさつ
［Ⅰ］報告事項
１）会長より
２）幹事より
イ．３Ｒ１Ｚ第２回ガバナー諮問委員会報告［１２月５日(水)開催］
◯添付資料を確認した。
（議事録・抜粋添付資料別紙）
主たる報告事項 １．４Ｒ２Ｚ京都あさひＬＣの解散（ＳＰ山城ＬＣ）
２．３Ｒ１Ｚ合同アクティビティふれあいボウリング大会
４月１４日(日)に決定
３．合同アクティビティ東日本大震災被災地支援先 岩手県大槌町を予定
ロ．１１月３Ｒ１Ｚ正副幹事会報告［１１月２６日(月)開催］（議事録・抜粋添付資料別紙）
◯３Ｒ１Ｚ合同新春例会 東日本大震災被災地支援活動｢被災地支援即売会｣クラブ提供品につ
いて（￥５００－×５０個）
◯当クラブからは、Ｌ植村へ依頼済み。（藤菜美 茶団子）
ハ．１月３Ｒ１Ｚ正副幹事会報告［１２月１０日(月)開催］（議題・添付資料別紙）
◯添付資料を確認した。

ニ．京都マラソン2013ボランティア参加の件〈２０１３年３月１０(日)〉 ＊１０名
（１２／１２現在のご登録者：Ｌ太田 Ｌ梶谷 Ｌ吉川 Ｌ杉江 Ｌ三浦）
◯参加者が少ない為、幹事より多くご参加していただくよう要請あり。
［Ⅱ］審議事項
１）会計より
Ｌ平松 壽夫
イ．１１月分収支会計決算承認の件（別紙）
◯承認
ロ．その他
◯なし
２）事業資金獲得実行委員会より
イ．京都市役所前フリーマーケット出店参加日について ＊下記何れかより選定
◯２０１３年１月２０日(日)・２月１７日(日)・３月３日(日)・３月３１日(日)
◯３月３日(日)を予定とし、再度詳細について継続審議
３）地区キャビネットよりの要請・依頼事項
イ ．「地区第５９回年次大会」例会振替えについて
（４月２０日(土) 代議員総会１０：３０～１２：４５ 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「淡海(おうみ)」）
＊３Ｒ１Ｚガバナー諮問委員会関連事項
◯４月第二例会を振替え例会とする。
ロ．地区会員名簿購入依頼について（１冊￥１，５００－）（別紙）
◯任意購入とする。要案内(例会誌に掲載)
４）第５３期下半期行事予定（案）について（別紙）＊再確認
◯１月第二例会は１月１７日(木) 夜開催 場所「然林房」
◯４月第二例会は年次大会を振替え例会へ変更。 ＊上記３）参照
◯５月第二例会は５月２３日(木)に決定。
５）計画委員会より
Ｌ髙橋 久永
イ．１２月第二・（２３日（日・祝））歳忘れ家族同伴懇親例会について ＊再確認
◯予算修正(案)並びにタイムスケジュール詳細(案)（別紙）
◯承認
◯アトラクション
◯シンガーソングライター 夏木 アルバ様・京都大学奇術研究会によるマジックショー
お子様にも楽しめるよう選曲を依頼済み。
◯景品
◯抽選による高額賞品は無し、プレゼントについては委員会で準備中。
◯ＴＴタイム
◯予算１５，０００円する。
ロ．１月第二・新春同伴懇親例会全般について
◯開催日時・場所の決定と予算(案)並びにタイムスケジュール(案)検討
◯１月第二例会は１月１７日(木)開催 於、「然林房」（Ｌ馬渕）
＊費用・詳細については計画委員会一任
６）京都洛南ライオンズクラブ結成４０周年記念式典お祝いについて ＊会長・幹事ご出席
［２月２１日(木) 開会１６：００ 於、リーガロイヤルホテル京都 登録料 １５，０００円］
◯承認
７）指名委員会人選について
◯会長一任
８）その他
次回第１０回定例理事会開催日
２０１３年１月１７日（木）１７：００～(予定) 於、｢然林房｣(予定) ＊例会開催前を予定
［Ⅲ］議事録確認

指名委員決定
○１２月１３日（木）開催の第９回定例理事会に於いて、２０１３~２０１４年度役員･理事決定の
ための指名委員は会長一任により、下記の１５名の方々に決まりました。
どうぞよろしくお願い申しあげます。
Ｌ西川千大 Ｌ川人一郎 Ｌ岡本喜久穂 Ｌ小山芳樹 Ｌ矢口雅彦
Ｌ平松壽夫 Ｌ采野弘和 Ｌ徳田文男 Ｌ吉本幸男 Ｌ元木 茂
Ｌ三浦正毅 Ｌ吉川哲朗 Ｌ石田とし子 Ｌ小堀 進（委員長）Ｌ太田 守

３３５－Ｃ
３３５－Ｃ地区
－Ｃ地区２０１３
地区２０１３～
２０１３～２０１４年度地区会員名簿
２０１４年度地区会員名簿
○地区ＰＲ･情報･ＩＴ委員会より、地区会員名簿購入と校正のお願いが参りました。
ｏ頒布価格 ￥１，５００―（７月下旬発行予定）
※ご購入のお申込みと記載連絡先等の変更は１月１０日(木)迄に事務局迄お願いします。
＊記載不要の方もお申し出ください。（氏名のみの記載となります。）

第５８０回
５８０回サッポロ古都会
サッポロ古都会
○１２月２０日(木) 於、京都タワーホテル ３３名参加
次回開催：１月２２日(火) １８：００ 於、南禅寺｢菊水｣ 会費￥１３，０００－
世話役：常任会長Ｌ西川(千) 常任幹事Ｌ近藤(宇治 LC)･Ｌ松田

L前例会出席率

第１２７５回例会 １２月６日(木)
○メンバー ３４名 出席 １６名 欠席 ０名 メークアップ １４名
優待会員 ２名 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 48.1% ホームクラブ例会平均率 52.3%
・メークアップの方 Ｌ石田 Ｌ植村 Ｌ采野 Ｌ岡本 Ｌ梶谷 Ｌ小山 Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ松田
Ｌ馬渕 Ｌ元木 Ｌ矢口 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 Ｌ松下(ご出席) Ｌ平本(ご出席)

３Ｒ１Ｚ合同労力アクティビティ
合同労力アクティビティご
アクティビティご協力者
○来る３月１０日(日)開催の「京都マラソン 2013」コース沿道整理ボランティアＡＣＴにご出席
いただける方は下記の通りです。どうぞよろしくお願い申しあげます。
活動予定場所・時間：国際会館ブロック・７：３０～１３：３０
＊１０名
ご登録者：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三浦 Ｌ八木 Ｌ中村

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のお
フリーマーケットのお知
のお知らせ
○実施日及び振替日が両日とも雨天中止のため順延になりました、京都市役所前フリーマーケット
の出店日は、２０１３年３月３日（日）に参加予定となりました。
詳細は後日改めてご連絡させていただきますので、その際はご協力をお願い申しあげます。

おことわり ○１月お誕生日･
誕生日･ご結婚記念日お
結婚記念日お祝いは第二例会
いは第二例会(
第二例会(１７日
１７日(木))とさせて
))とさせて頂
とさせて頂きます。

○第一例会・
第一例会・３Ｒ１Ｚ合同新春例会 〈例会前：
例会前：３Ｒ１Ｚ被災地支援即売会〉
被災地支援即売会〉
１月１２日(土) 登
録 １１：３０ 於、京都国際ホテル｢二条の間」
修祓の儀 １２：１５～
例
会 １２：３０～１４：１５
○第二例会・
第二例会・新春家族同伴懇親例会 ※時間･交通手段の詳細は後日正式にご案内させて頂きます。
１月１７日(木) 於、「然林房」 ＊例会１８：００より
登録料：Ｌ¥10,000 －･ＬＬ¥9,000 － 実費：大人同伴者¥12,000 －･お子様(お子様ﾒﾆｭｰ料金)
○第１０回定例理事会
１０回定例理事会
１月１７日(木) １７：００(予定) 於、「然林房」(予定)
○第５８１回
５８１回サッポロ古都会
サッポロ古都会 ※詳細は後日ご案内させて頂きます。
１月２２日(火) 開会 １８：００ 於、南禅寺「菊水」 当日会費￥ 13,000 －

愛 の こ と ば

ファイン
ドネーション

1２月第１
１，８００円
月第１例会
８００円
累
計
３７，
３７，６３６円
６３６円
1２月第１
４６，
月第１例会
４６，０００円
０００円
累
計 ９１５，
９１５，０００円
０００円

Ｌ小堀
進
Ｌ吉川 哲朗
・お試し例会にご理解、ご協力を賜りまして御礼申し
今月は結婚記念日の月です。
あげます。
多分、３８回目になるかと思います。
・寒くなりました。風邪などひかれませんよう、皆さ
早いものです。
んご自愛くださいませ。
二人共、年をとりましたが、ますます元気です。
¥20,000¥5,000Ｌ岡村
健
Ｌ平本 貴子
お試し例会のご意見がいろいろと出て良かったです。
今年は皆様に大変お世話になりました。
小堀会長、今期はいろいろと模索されて最高の例会
ありがとうございました。
を作ってみて下さい。
¥5,000¥10,000- Ｌ松下 真子
Ｌ太田
守
¥1,000節約例会いかがでしたでしょうか。
試行錯誤しながらですが…皆様。
¥5,000○事務局年末年始の
事務局年末年始の休局：
休局：１２月
１２月２９日
２９日(土)～２０１３年
２０１３年１月７日(月)
本年も
本年も皆々様にはたくさんのご協力
にはたくさんのご協力、
協力、ご尽力を
尽力を賜り誠に有難うございました
有難うございました。
うございました。
２０１３年
-広報委員会２０１３年も皆々様がお幸
がお幸せで平安
せで平安の
平安の一年でありますように
一年でありますように。
でありますように。

第２９回京都
２９回京都・
回京都・滋賀・
滋賀・奈良アイバンクシンポジウム
奈良アイバンクシンポジウム開催
アイバンクシンポジウム開催のご
開催のご案内
のご案内
日
場

時：２０１３年２月３日（日）１４：００～１６：００（１３：３０開場）
所：大津市ふれあいプラザ４階ホール（明日都浜大津）
大津市浜大津４丁目１番１号 TEL ０７７－５２７－８３５１
○講演：「目の健康について」 滋賀医科大学眼科学講座 教授 大路 正人 先生
○愛の光コンサート フルートとハープのデュオ
※参加ご希望の方は事務局までご連絡をお願いいたします。
（FAX ０７５－２５６－３６５３
０７５－２２１－１３３３）

