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第１２８４回 第53期４月第二例会 335-C 地区第５９回年次大会〈振替例会〉
大会テーマ
大会テーマ「Atsui 熱き心・厚い心・篤き心」 2013.
2013.4.20(
20(土) 大津プリンスホテル
大津プリンスホテル ｺﾝﾍﾞ
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ「淡海」
10:30～12:45 代議員総会
13:30 －式 典－
典－
開会宣言
国歌「君が代」斉唱
「ライオンズクラブの歌」斉唱
物故ライオン追悼（黙祷）
ご来賓紹介
歓迎の挨拶
ご来賓ご祝辞

司会 大会幹事 Ｌ辻

祝電披露
歓迎アテンション
ガバナー年次報告
選挙結果報告
地区ガバナーエレクト紹介・挨拶
次期第１副地区ガバナー紹介・挨拶
次期第２副地区ガバナー紹介・挨拶
次期ホストクラブ・次期年次大会開催地発表
次期ホストクラブ会長挨拶
表
彰
エンディングパフォーマンス
ホストクラブ会長謝辞
「また会う日まで」合唱
16:00 閉会宣言
迎接・誘導担当／執行部

徹郎/アナウンサー 松田 青華様
地区ガバナー Ｌ南 清右衛門

地区年次大会委員長 Ｌ南
英三
滋賀県知事 嘉田 由紀子様
大津市長 越
直美様
野洲市長 山仲
善彰様
立命館大学応援団 チアリーダー部
地区ガバナー Ｌ南 清右衛門
指名・選挙委員長 Ｌ髙橋
東作

よ し 笛 ほっとらいん
野洲ライオンズクラブ 会長 Ｌ村井
強行
地区ガバナー Ｌ南

清右衛門

We
Serve アクティビティ
○「薬物乱用少年更正対策活動」協力拠出金 ＊ 335-C 地区へ
￥５，０００－
○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年度奨学生認定状授与式開催
(教育委員会) ＊４月４日(木) １５：００～
於、京都国際ホテル｢愛宕の間｣
※労力ＡＣＴ Ｌ６名×１時間 計 ６時間
ご出席者：Ｌ小山 Ｌ三浦 Ｌ小堀
Ｌ石田 Ｌ杉江 Ｌ太田
○アイバンク愛の光基金管理会
堀川桜まつりお手伝い ＊４月７日(日)
１０：００～１２：００
於、堀川二条城前界隈 ※労力ＡＣＴ Ｌ２名×２時間 計 ４時間
ご出席者：Ｌ岡本 Ｌ岡村
We
Serve ３Ｒ１Ｚ合同アクティビティ
合同アクティビティ
○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
充実整備のため義援金を寄贈 ※平安ＬＣ分配金 ￥２００，０００－
◆３Ｒ１Ｚ 復興支援金 総額
￥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
○第４回ふれあいボウリング大会 ◆知的発達障がい者支援事業
＊４月１４日(日) １２：３０～１５：３０
於、ラウンドワン河原町店
※労力ＡＣＴ
９名×３時間
計 ２７時間
☆ご出席者：競技者
Ｌ岡村 Ｌ梶谷 Ｌ平本 ＬＬ杉江
サポーター Ｌ小堀 Ｌ太田 Ｌ八木 Ｌ杉江 Ast 磯貝
○第４回ふれあいボウリング大会開催費用
※金銭ＡＣＴ ￥１５６，６０３－(１クラブ￥４５，９７３－)
（知的発達障がい者支援事業活用資金残金 計￥１３０，７３７－)

We

Serve 事業資金獲得報告

ゾーン

事業

◇１１月１１日(日)開催３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会剰余金
￥４８０，５２３－
（ゾーン・チェアパーソンＬ坂田お祝金￥３０，０００・５クラブ拠出金￥５０，０００・
５クラブ全メンバー徴収義援金￥１６２，０００・当日ドネーション￥１１８，０００
ペナルティＢＯＸ￥５４，０００・即売会売上金￥６５，０００＋登録料余剰金）
◇３Ｒ１Ｚ東日本大震災被災地支援活動 ３Ｒ１Ｚ合同例会復興支援金 累計 ￥７４９，３４２－
・合同初例会お祝金（ゾーン・チェアパーソンＬ坂田光男）￥２０，０００
・被災地支援即売会 ５クラブ商品提供売上金 ￥５６０，０００
・義援金ＢＯＸ ￥８２，９４２
・ＴＴタイムドネーション ￥８６，４００
７／１９合同初例会
¥260,202９／１１ガバナー公式訪問例会 ¥225,810１／１２合同新春例会
¥263,330◆今年度３Ｒ１Ｚ合同事業獲得資金 総計
￥１，２２９，８６５－
◎事業収益金（内平安ＬＣ分配金） ￥２４５，９７３－

We

Serve 献血実施報告

○３月２８日（木） 場所、献血ルーム・四条
＊Ｌ吉川
採血＠４００ã
○４月 ６日（土） 場所、献血ルーム・四条
受付数 ７５名 採血数 ７０名 不採血数 ５名
内訳 @200 ã× 1 名=200 ã @400 ã× 36 名=14,400 ã

成分@600 ã× 33 名=19,800 ã

退会者
○Ｌ馬渕 能理子は一身上のご都合により、３月末日付をもって退会されました。
今後益々のご健勝を祈念申しあげます。
L 所属委員会決定
◇

○新入会員Ｌ木下 豊の所属委員会は、４月１１日(木)の第１３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。

会員消息
○Ｌ岡村 健は３月２８日(木)、ライズヴィル都賀山にて開催の近江守山ライオンズクラブのアイ
バンク例会に講師(アイバンク愛の光基金管理会 常任理事)としてご出席になりました。

第５４期
５４期(次期)
次期)会長スローガン
会長スローガン Ｌ西川 一彌
『 絆を深め、全員参加で
全員参加で、Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 』
＊詳細説明は
詳細説明は別紙にて
別紙にて
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会 合
○４月 ５日 アイバンク愛の光基金管理会 会計指導 於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
○４月 ８日 アイバンク愛の光基金管理会 次期執行部予定者と打合せ
出席者 Ｌ岡本
於、ミーティングルーム
○４月１１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
○４月１１日 第１３回定例理事会 於、花心亭 みのこう
出席者 Ｌ小堀 Ｌ石田 Ｌ太田 Ｌ平松 Ｌ岡村 Ｌ徳田 Ｌ松田 Ｌ植村 Ｌ吉田 Ｌ杉江
○４月１２日 新入会員オリエンテーション 於、｢佳 久｣
出席者 （講師）Ｌ西川(千) Ｌ小山 Ｌ三浦
Ｌ小堀 Ｌ太田 Ｌ徳田
Ｌ吉川 Ｌ石田 Ｌ梶谷
Ｌ松下 Ｌ平本 Ｌ荒川
Ｌ木下 Ast 磯貝
※詳細内容は後日、例会報に
記載させていただきます。

○４月１５日 次期正副五役二副会長会議 於、京都国際ホテル｢ロビー｣
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ元木 Ｌ岡村 Ｌ梶谷 Ｌ木村 Ｌ植村
○４月１６日 次期第１回準備理事会 於、京都国際ホテル｢貴船の間｣
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ小堀 Ｌ元木 Ｌ岡村 Ｌ徳田 Ｌ杉江
（委任状）Ｌ木村 Ｌ吉川 Ｌ矢口
広報委員会
４月１６日 編集 ４月１９日 校正

４月１１日
１１日(木) 於、花心亭

みのこう

＊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
イ．３Ｒ１Ｚ第３回ガバナー諮問委員会報告［３月１４日（木）開催］
（議事録・添付資料別紙）
ロ．その他
２）幹事より
イ．３月３Ｒ１Ｚゾーン正副幹事会報告［３月２２日（金）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
◯京都マラソン２０１３ボランティア協力を顧みて
◯第４回ふれあいボウリング大会 ＊再確認
〈４月１４日(日) 集合１３：００ 於、ラウンドワン京都河原町店〉
◯３Ｒ１Ｚ合同アクティビティ残金の取り扱いについて ＊継続協議
◯今後の３Ｒ１Ｚ合同アクティビティ｢知的発達障がい者支援事業」について
○３Ｒ１Ｚ合同会新入会員懇談会について
〈５月１５日(水) １８：００～ 於、円山公園「左阿彌」 登録料￥１２，０００－〉
当クラブ出席予定者：Ｌ西川(千) Ｌ八木 Ｌ小堀 Ｌ太田 Ｌ髙橋 Ｌ梶谷 Ｌ杉江 Ｌ平本
確認中：Ｌ中村 Ｌ木下
ロ．その他
◯以上、報告のうえ特に質問なし
［Ⅱ］審議事項
１）会計より
Ｌ平松 壽夫
○２月・３月分収支会計決算承認の件（別紙）
◯承認 ただし、未収金については内容再度確認し、徴収するようにする。
２）会員・会則委員会より
Ｌ徳田 文男
イ．退会届け提出の件（ 別 紙 ）
◯馬渕 能理子様 ３月末日付けでの退会 承認
ロ．新入会員オリエンテーションについて
〈４月１２日(金) １７：３０～ 於、「佳久」 登録料￥７，０００－〉
◯講師：Ｌ西川(千) Ｌ小山 Ｌ三浦
出席予定者：Ｌ小堀 Ｌ太田 Ｌ徳田 Ｌ吉川 Ｌ石田
(新入会員対象者）Ｌ梶谷 Ｌ松下 Ｌ平本 Ｌ荒川 Ｌ木下
・承認、アシスタントの登録料につき、必要となった場合クラブ費より支出する。
ハ．その他
３）計画委員会より
イ．４月第一・宇治ライオンズクラブとの合同お花見懇親例会(３日(水))収支計算書中間報告
（別紙）
◯承認
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」
○予算(案)（別紙）
◯本案を基に髙橋計画委員長に一任とする。
◯酒井様の帰路はタクシーとし予算計上する。
○タイムスケジュール(案)並びにご来賓予定者（別紙）＊再確認
◯承認 詳細については髙橋計画委員長に一任とする。
◯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
・承認
○アトラクションについて ＊継続審議
◯髙橋計画委員長に一任とする。
○ご来賓(他クラブ)お土産について（記念品）
◯会長一任とする。
４）第５３期婦人部会開催について(別紙)
Ｌ石田とし子
○日程・場所・費用
◯別紙の通り承認
５）新入会員所属委員会決定について
・Ｌ木下 豊(正会員)－〈運営〉計画委員会・〈事業〉市民社会委員会 ◯承認

６）地区キャビネットよりの依頼事項（ 別 紙 ）
○「薬物乱用少年更生対策活動」拠出金協力依頼について ＊５，０００円の拠出金（事業費）
◯承認
７）京都橘ライオンズクラブよりのご案内並びに依頼事項
イ．結成５１周年記念例会お祝いについて（別紙）
日時：５月９日(木) １７：３０～
※会長・幹事ご出席（ご招待）
場所：ANA クラウンプラザホテル京都｢平安の間」
登録料：８，０００円
◯承認
ロ．東日本大震災復興チャリティ横山幸雄ピアノリサイタル「鎮魂と再生を祈る桜を植えよう」
チケット購入について ＊３Ｒ１Ｚ正副幹事会関連事項
［６月１５日(土) 開演１５：３０ 於、京都堀川音楽高等学校 音楽ホール
チケット代金￥３，５００－］
◯各会員希望者が任意に購入、希望者は事務局にてとりまとめる。
８）その他
◯アシスタント賞与について
・会員減少に伴う運営費の減少に伴いアシスタントにも経費軽減への協力をお願いする。
その方法として現行賞与を１ヶ月分としているところを０．５ヶ月分とする。
（年２回）
次回第１４回定例理事会開催日
５月１６日（第３木曜日）１８：００～ 場所未定
［Ⅲ］議事録確認

準 備

４月１７日
１７日(水) 於、貴船の
貴船の間

＊下記何れも
下記何れも承認
れも承認

議 題〈報告及び審議事項〉
１．次年度会長ご挨拶
２．２０１３～２０１４年度会長スローガンと会長方針（別紙）
（１）スローガン『絆を深め、全員参加で、Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ』
（２）会長方針：別紙参照
３．次期の運営の確認
（１）クラブ会員構成＜２０１３年４月１２日付現在＞ 合計＝３５名（とりあえずは現時点で）
・正会員２７名
・優待会員２名（L川合・L川勝）
・終身会員２名（L川人・L西川(千)）（参）資格取得－ L 川人 H19.1、L 西川(千) H20.8
・賛助会員４名(入会年月)（L 中村(H22･10)･L 松下(H24･5)･L 平本(H24･6)･L 荒川(H25･3)）
◯Ｌ中村が２年間の賛助会員期限を経過しているため、今期会長Ｌ小堀とスポンサーＬ髙橋
より正会員になって頂くよう勧告することとし、今期会員・会則委員長Ｌ徳田より前述内
容を次期会員・会則委員長Ｌ吉川に申し送り事項とする。
（２）例会及び定例理事会開催日及び開催場所
・例会は、通常「第１・第３木曜日、１２：１５～１３：３０」場所：京都国際ホテル
・定例理事会は、通常「第２木曜日、１６：００～１７：３０」場所：
〃
◯上記事項 承認
（３）会費（正会員）＊第５３期参照
・通常会費
月額 １５，５００円
年額
１８６，０００円
・例会食費 一回
４，０００円
・ビジター食費 ４，３００円
・特別会費
①会員拠出金（事業費）
年額
１５，０００円
②二大行事費（歳忘れ・ＣＮ） 年額
２０，０００円
◯次期第５４期会費（正会員）、例会食、ビジター食費と特別会費は上記第５３期通りとし、
優待会員、終身会員及び賛助会員会費も今期第５３期と同じく京都平安ＬＣ会則に準ずる。
・慶弔費
◯上記と同じく京都平安ＬＣ会則「慶弔・見舞等に関する規定」に準ずる。
（４）取引銀行の選定について
◯「京都中央信用金庫 西御池支店」とする。
（５）（次期）会計監査選任について
◯会計監査人をL三浦正毅と指名し、次期会長L西川より就任をお願いする。
（６）例会運営
①例会案内は原則としてＦＡＸ若しくはメールにて案内
②例会報告は広報委員会に一任(文責は幹事)
◯例会紙は従来の様式での表紙を付け片側のみの記述とし発行する。
③ご来賓・ビジターの迎接は各委員会毎で選任する。(通常例会)
※担当委員会が責任を持って対応（腕章着用）
上記事項を承認
４．次期委員会編成（案）について（別紙）
◯別紙の通り承認
５．上半期例会日〈上半期行事予定表（案）〉の確認（別紙）
◯別紙の通り承認

６．（次期）アクティビティ計画について
（１）事業計画
◯継続アクティビティは次期も継続し、メインアクティビティについては現在検討中にて次
期会長Ｌ西川より次期第２回準備理事会にてお知らせし、詳細を明示致します。
（２）事業資金獲得
予定額 総計 ３００万円とする。
＜内訳＞
・ドネーション＝２００万円
・会員拠出金 ＝ ４５万円（会費よりの拠出金）
・オークション＝ ５５万円（詳細未定）
（参考）第５３期はフリーマーケット･第５２期はチャリティイベントにて資金獲得）
◯上記事業資金獲得案を承認
７．会員増強計画について
◯正会員及び賛助会員を含め次期は５名の新入会員獲得を目標とする。
上記会員増強目標を承認し、次期執行部一丸となって、努力することとする。
８．お誕生日・ご結婚記念日お祝品について
・Ｌのお誕生日
・ＬＬのお誕生日
概ね￥１，０００～￥２，０００
・ご結婚記念日
◯次期は、上記予算内にてお祝い品を実施することを承認
９．京都平安ライオンズクラブ会則の確認（別紙）
◯次期理事会メンバー各自において熟読し、再確認することとする。
１０．クラブ支出各費用
・会議費（理事会、委員会費） 京都国際ホテル２Ｆ「貴船の間」１１，２６１円／２時間
・ホテル外
1会合に付 ０円
・３Ｒ１Ｚガバナー諮問委員会(会長・幹事) ＊交歓費
・ゾーン幹事会は交歓費として上限 １５，０００円
＊原則的に会議のみの場合と懇親会は年３回〈７月･１２月･５月〉支出
（３Ｒ１Ｚゾーン正副幹事会引継事項より）
・ブラザークラブよりの招待 ・ゾーン内 ＜登録料に準じる＞ 但し、随時理事会で検討
・他クラブ ＜登録料に準じる＞
〃
◯上記支出を例年通り承認する。
１１．第５４期７月第一（４日(木)）・初例会のもちかたについて
・ご来賓の確認（別紙）
・次第の確認（別紙）
・迎接担当／歴代会長・役員･理事・計画委員会
◯別紙の通り承認
但し、京都平安ＬＣのメンバーである地区役員２名とアイバンク愛の光基金管理会役員の
２名については、ご来賓欄にて記載するがご来賓の紹介時には省略することとする。
地区及び管理会の委嘱状伝達式は例年通り執り行うこととする。
１２．前期三役の表彰について
◯記念品を贈呈する。
会長・幹事・会計の職務を全うされ、記念のモニュメントとなるような品物贈呈を承認。
予算は総額２５，０００円程度のものとする。
１３．札幌ライラックライオンズクラブ相互の表敬訪問について
◯両クラブ結成記念例会に表敬・出席
・札幌ライラックＬＣ：結成４９周年記念例会 ８月２０日(火) 於、札幌グランドホテル
次期は、札幌ライラックＬＣの結成例会に表敬訪問をし、８／１９(月)～２１(水)迄の
滞在予定を承認する。参加出席する為のツアー計画を至急作成し、会員一同に早期案内
をすることとする。
（１０人以上での参加をお願いしたい。ゴルフコースと観光コースを設定予定）
・京都平安ＬＣ：結成５４周年記念例会 １０月３日(木)
札幌ライラックＬＣからの表敬訪問も京都平安ＬＣ結成記念例会に出席したいとの意向
で現在現地にて次期執行部が検討中。
１４．その他
特になし
１５．次回第２回準備理事会開催日・場所について
５月９日（木）１４：００～１６：００
於、京都国際ホテル １階「ロビー」
１６．議事録確認：省略

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 後期登録
○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回国際大会後期登録のご
案内がキャビネットより参りました。《後期登録料１５０米ドル ￥１５，０００－》
＊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。

(次期)
次期)2013 ～ 2014 年度キャビネット
年度キャビネット事務局開設
キャビネット事務局開設
◇開 設 日：２０１３年５月８日（水）
◇開設場所：リーガロイヤルホテル京都３Ｆ 364 号室（今期キャビネットと同じ部屋）
℡(075)344-0258 FAX(075)344-0277
◇開 所 式：開設日同日 １１：００～１３：００（１２：００頃より直会）
場 所 リーガロイヤルホテル京都２Ｆ「ルボア」
地 区 ガ バ ナ ー エ レ ク ト 予 定 者 Ｌ児玉 保次
次期地区キャビネット幹事予定者 Ｌ松田 忠佳

第５３期
５３期 婦 人 部 会
☆日
☆場

時
所

５月２４日（金）集合・登録 １１：４０ 開会 １２：００
イル ギオットーネ クチネリーア ☆貸切 5 075-363-8866
下京区木屋町通松原上ル２丁目和泉屋町 160 フジタ･ランブラス館１Ｆ
〈笹島 保弘オーナーシェフのイタリアンコース料理・飲物込み(ワイン含）〉
☆会 費 ＬＬ￥３,０００－・Ｌ ￥８,５００－（実費）
＊後日正式にご案内させて頂きますので、ご返信は５月１５日(水)までにお願いいたします。
婦人部会 部会長
石田 とし子
副 〃
杉江
学

L前例会出席率

第１２８３回例会 ４月３日(水)
○メンバー ３５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 ４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 63.3%
・メークアップの方 Ｌ石田 Ｌ采野 Ｌ岡本 Ｌ木村 Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ元木 Ｌ八木 Ｌ矢口
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 Ｌ川勝
・賛助会員４名 Ｌ中村 Ｌ松下(ご出席) Ｌ平本(ご出席) Ｌ荒川

○第一例会・
第一例会・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周年記念式典
５０周年記念式典 ＊振替え
振替え例会
５月１２日(日) 登録受付 １０：００～１０：５０
記念式典 １１：００～１２：００ 祝宴 １２：３０～１４：３０
5０７７２－７４－９１９９
場 所：佳松苑 はなれ風香 京丹後市網野町木津 247
＜交通手段＞
マイクロバスご
交通手段＞
マイクロバスご利用の
利用の方
集合 ６：４５ 京都国際ホテル 正面玄関 出発 ７：００ ※時間厳守願います。
佳松苑 出発１５：３０→ 京都国際ホテル着１９：００(予定)
〈ご出席者〉（地区）Ｌ西川(千) Ｌ八木
(クラブ）Ｌ小堀 Ｌ太田
(一般) Ｌ石田 Ｌ植村 Ｌ岡村 Ｌ梶谷 Ｌ吉川 Ｌ小山 Ｌ杉江 Ｌ徳田
Ｌ西川(一) Ｌ三浦 Ast 磯貝
○第二例会・
第二例会・通常例会
５月２３日(木) 登録 １１：３０ 於、京都国際ホテル「平安の間」
例会 １２：１５～１３：３０ 予 定
○第１４回定例理事会
１４回定例理事会
５月１６日(木) １８：００～ 於、創作料理｢佳 久｣ 5 075-231-9671
○次期第２
次期第２回準備理事会
５月 ９日(木) １４：００
於、京都国際ホテル「ロビー」
○３Ｒ１Ｚ合同新入会員懇談会
５月１５日(水) 登録 １７：３０ 開会１８：００～２０：００ 於、円山公園｢左阿彌｣
当日会費￥１２，０００－
5 075-531-0088
ご登録者：Ｌ西川(千) Ｌ八木 Ｌ小堀 Ｌ太田 Ｌ髙橋 Ｌ梶谷 Ｌ杉江 Ｌ平本
○第５３期婦人部会
※詳細別記
５３期婦人部会
５月２４日(金) 集合・登録 １１：４０ 開会 １２：００
於、イル ギオットーネ クチネリーア
○３３５複合地区第
３３５複合地区第５９
複合地区第５９回年次大会
５９回年次大会
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 ｢ﾌﾟﾘﾝｽﾎｰﾙ｣
〈クラブ代議員〉Ｌ石田 Ｌ西川(一) Ｌ岡村
晩 餐 会 １７：００～１９：００
2F「淡海」
○５月よりどころの会
よりどころの会
５月１６日(木) １９：００ 於、創作料理｢佳 久｣ 当日会費￥７，０００－

○うづき会
うづき会
５月２２日(水) スタート ９：２０ 於、京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース
○第５８５回
５８５回サッポロ古都会
サッポロ古都会
５月２８日(火) １８：００ 於、円山公園｢左阿彌｣ 当日会費￥１１，０００－
お世話役：宇治ライオンズクラブ 会長Ｌ植村 幹事Ｌ近藤(ｻｯﾎﾟﾛ古都会常任理事）

おことわり《
おことわり《 ５月第一例会 ・第二例会 》
○第一例会は振替え例会となり１２日の日曜日、第二例会は第４木曜日の２３日
(１２：１５～)に開催、その際にお誕生日･ご結婚記念日のお祝いをさせて頂きます。

２０１３～２０１４年度 京都平安ライオンズクラブ

会長スローガン
会長スローガン

『 絆を深め、全員参加で
全員参加で、Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 』

会長方針
国際会長・地区ガバナーのテーマとスローガンを基に・・・
（地区アクティビティスローガン“心こめてライオン きらりと光る奉仕を”）
クラブ運営の成功に向け、意志の統一、全員参加で取り組みたい。
例会の充実、出席率の向上（欠席者をなくしたい。）
ライオンズ必携「一人の英雄もなく、一人の非協力者もない」姿が好ましい。
【重点目標】
・例会の充実
・出席率のアップ
・他クラブとの連携（合同アクティビティ）
【事業計画】
・継続事業への取り組み（府立植物園・少年野球・献血・アイバンク）
・新規アクティビティの検討
【事業収益】
・バザール・オークション（他クラブとの合同も）
・ドネーション
西川

愛 の こ と ば

ファイン
ドネーション

一彌

４月第１
３，５５０円
月第１例会
５５０円
累
計
６３，
６３，３１８円
３１８円
４月第１
７０，
月第１例会
７０，０００円
０００円
累
計 １，５２３，
５２３，０００円
０００円

Ｌ小堀
進
Ｌ岡村
健
・宇治ＬＣさんと年１回楽しくご一緒させていただく
◯新入会員木下 豊Ｌ、入会心よりお祝い申しあげます。
ことを嬉しく思います。
今後のご活躍を期待致しております。
・木下さん入会おめでとうございます。
◯例年の宇治ＬＣとの合同花見例会、いつも楽しみに
心から歓迎をいたします。
しております。
¥20,000この様な粋な計画をしていただいて、両クラブの先
Ｌ西川 千大
輩に感謝の「乾杯」を！
宇治ＬＣさんとの合同例会、楽しみにして居ります。
¥10,000新入会員の木下 豊さん、心より歓迎致します。
Ｌ髙橋 久永
¥10,000木下 豊さん入会おめでとうございます。
Ｌ西川 一彌
¥5,000本日この様な素晴らしい会場での開催、お世話にな
Ｌ木下
豊
った皆様に感謝申しあげます。
よろしくお願いします。
木下 豊様 御入会おめでとうございます。
¥5,000¥10,000Ｌ徳田 文男
木下さん入会おめでとうございます。
Ｌ小堀、Ｌ荒川、Ｌ木下３組の親子二代の Lions.歴
史のある平安ＬＣならでの事、ご一緒にクラブライ
フを楽しみましょう。
¥10,000-

連絡 AST 磯貝は４月２４日(水)･２５日(木)の何れか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。

２０１３～
２０１３～２０１４年委員会編成表
２０１４年委員会編成表
運営委員会

委員長

副委員長

会員・会則委員会

吉川

石田

小堀

財 務 委 員 会

平松

橋本

榎

計 画 委 員 会

岡本

石田

広 報 委 員 会

三浦

吉本

事 業 委 員 会

委員長

副委員長

教 育 委 員 会
（ＹＥ・国際協調・教育）

小山

馬場

平松

三浦

川人

市民社会委員会

髙橋

采野

吉本
木下

石田
中村

西川(千)
松下

健 康 委 員 会
献血･保健薬害教育･
視聴力保護

榎

岡本
平本

橋本
荒川

川勝

吉田

幹事：岡村

健

会長：西川

一彌

会計監査：三浦

委

川人

員

担当理事 担当副会長

川合

小山 采野 吉田 髙橋
木村(ＬＴ) 植村(ＴＴ)
西川(千) 川勝
中村 松下 平本 荒川
小堀
木下

馬場

委

梶谷(副幹事)

員

会計：八木

吉川

松田

〃

〃

太田

〃

徳田

〃

担当理事 担当副会長
川合

矢口

元木

〃

〃

杉江

〃

廣和

正毅

【特別委員会】
事業資金獲得実行委員長：元木 茂
副委員長（計画委員長）：岡本喜久穂
委
員：計画副委員長・計画委員
会員増強委員長：小堀 進
副委員長：矢口雅彦
委
員：八木廣和 太田 守 髙橋久永
石田とし子 杉江 学 西川一彌
婦

人
〃

部 会 長：小堀
副部会長：太田

外国人留学生奨学基金運営委員会
常任委員長：矢口雅彦
常任運営委員：石田とし子 髙橋久永 岡村
運営委員：小堀 進 太田 守 平松壽夫
西川一彌 八木廣和 小山芳樹

健

進
守

３３５－Ｃ地区役員(2013.7 ～ 2014.6)
＊特別顧問・元地区ガバナー：西川 千大
＊地区ＰＲ情報・ＩＴ委員長：石田とし子

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
信託管理人：川人一郎
委員長：三浦正毅
常任運営委員：元木 茂 徳田文男 吉川哲朗
運営委員：小堀 進 太田 守 矢口雅彦
推進委員：西川一彌 小山芳樹

（参） メンバー数(2013.4.12 現在)３５名
・正会員２７名
・役員・理事外の正会員１３名 －石田 采野 榎 岡本 木下 小山 髙橋 橋本 馬場 平松 三浦 吉本 吉田
・終身会員－川人 西川(千）
・優待会員－川合 川勝
・賛助会員－中村 松下 平本 荒川

