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第１２８５回 第53期５月第一例会 網野ライオンズクラブ結成５０周年記念式典〈振替例会〉
2013.
2013.5.12(
12(日) 式典:
式典:佳松苑 はなれ風香
はなれ風香
《記念式典》
11:00

司会進行

開会宣言並びに開会のゴング
国歌「君が代」斉唱
「ライオンズクラブの歌」合唱
物故ライオンに対し黙祷
ご来賓並びに地区役員ご紹介
歓迎ご挨拶
会長ご挨拶
ご祝辞

結成５０周年記念事業発表
結成５０周年事業ＤＶＤ
結成５０周年記念事業目録贈呈
感謝状拝受
12:00 閉会宣言並びに閉会のゴング
《祝 宴》

網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 幹事 Ｌ森
ＦＭたんごパーソナリティ 宮川
網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長 Ｌ小森

網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 結成５０周年実行委員長
網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長
京都府知事
京丹後市長
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会３３５－Ｃ地区ガバナー
スポンサークラブ 京都平安ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長
網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 第一副会長

司会進行

祝宴:
祝宴:佳松苑

Ｌ福島
義信
Ｌ小森
悟
山田 啓二 様
中山
泰 様
Ｌ南 清右衛門
Ｌ小堀
進
Ｌ上古
明弘

網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長 Ｌ小森
網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 副幹事 Ｌ山田
ＦＭたんごパーソナリティ 宮川

オープニング
開宴ご挨拶
網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 結成５０周年特別実行委員長
スポンサークラブへ感謝状並びに記念品贈呈
乾 杯
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会３３５－Ｃ地区５Ｒ３Ｚゾーン･チェアパーソン
参加クラブご紹介
ラッキーカード
ライオンズ･ローア
城陽ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長
閉宴ご挨拶
網野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 第二副会長
「また会う日まで」斉唱
14:30 閉 宴
迎接・誘導担当／執行部

将己
優様
悟

悟
英雄
優様

12:30

栄誉

Ｌ沖田

康彦

Ｌ茶谷

昌史

Ｌ栗田
Ｌ稲本

尚典
裕治

３３５－Ｃ
３３５－Ｃ地区第
－Ｃ地区第５９
地区第５９回年次大会
５９回年次大会 個人表彰

○４月２０日(土)、地区第５９回年次大会挙行の際、南 清右衛門ガバナーズアワード特別賞｢個人
部門｣として、全クラブの例会出席８００回以上の該当の方々に対し表彰がございました。
尚、当日は会場及び時間の都合上発表のみとなり、後日アワードピンをご送付いただきました。
当クラブの受賞メンバーは下記の方々です。
☆例会出席回数８００回以上(２０１３年１月現在、メーク･アップ含)
・Ｌ西川
千大〈１，０１１回〉赤アワードピン(1,000 回以上赤)
・Ｌ岡本 喜久穂〈９３０回〉ピンクアワードピン
・Ｌ川人
一郎〈９１２回〉ピンクアワードピン
＊５月第二例会(２３日(木))に於いて授与させていただきます。

We

Serve 献血実施報告

○５月６日（月） 場所、献血ルーム・四条
受付数 ９１名 採血数 ７５名 不採血数 １６名
内訳 @200 ã× 1 名=200 ã @400 ã× 30 名=12,000 ã

５月ライオンズレート

１＄ ９８円

成分@600 ã× 44 名=26,400 ã

３３５－Ｃ
３３５－Ｃ地区第
－Ｃ地区第５９
地区第５９回年次大会
５９回年次大会
○大会テーマ｢Atsui 熱き心･厚い心･篤き心｣による３３５－Ｃ地区第５９回年次大会は４月２０日
(土)に大津プリンスホテル コンベンションホール｢淡海｣に於いて挙行されました。
地区ガバナーＬ南 清右衛門、地区キャビネット幹事Ｌ辻 徹郎、地区年次大会委員長Ｌ南 英三
より、無事終了の御礼文を頂戴致しております。
☆当クラブは４月第二例会を振替えとし、ご出席者は下記の方々でした。
ご出席者：〈代議員総会・式典・懇親会〉（地区）特別顧問・元地区ガバナー Ｌ西川(千)
〈代議員総会・式典〉（クラブ代議員）Ｌ八木 Ｌ小堀 Ｌ太田
〈式典〉Ｌ石田 Ｌ岡村 Ｌ吉川 Ｌ杉江 Ｌ三浦

地区ガバナーエレクト
地区ガバナーエレクト・
ガバナーエレクト・次期副地区ガバナー
次期副地区ガバナー
○３３５－Ｃ地区第５９回年次大会に於いて決定致しました。
こだま

・地区ガバナーエレクト

Ｌ児

玉

も り い

・次期第１副地区ガバナー

Ｌ森

井

な が た

・次期第２副地区ガバナー

Ｌ永

田

やすつぐ

保

次（京都ロイヤルＬＣ）

し ろ う

士

朗（京都洛東ＬＣ）

け ん じ

賢

司（京都洛陽ＬＣ）

★２０１３～
２０１３～２０１４年度地区
２０１４年度地区ガバナーテーマ
年度地区ガバナーテーマ
“心ひとつにライオン キラリと光るクラブを”
＊２０１３～
２０１３～２０１４年度地区
２０１４年度地区アクティビティスローガン
年度地区アクティビティスローガン
“心こめてライオン キラリと光る奉仕を”

２０１３～
２０１３～２０１４年度
２０１４年度３３５
年度３３５－Ｃ
３３５－Ｃ地区役員
－Ｃ地区役員ご
地区役員ご出向者
○(次期)335 －Ｃ地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ西 川 千 大
※特別顧問から名称変更されます。
○(次期)
〃
地区ＰＲ情報･ＩＴ委員長
Ｌ石 田 とし子
＊ご活躍を祈念いたします。

会 合
○４月２３日 ４月３Ｒ１Ｚ正副幹事会 於、円山公園｢左阿彌｣
出席者 Ｌ太田 Ｌ八木
○４月２４日 (地区)歴代ガバナー懇談会 於、粟田口｢竹茂楼｣
出席者 Ｌ西川(千)
○４月２５日 アイバンク愛の光基金管理会 現･次期三役打合せ 於、管理会ミーティングルーム
出席者 Ｌ岡本
○４月２６日 (地区）(現)地区ＰＲ情報･ＩＴ委員会編集会議 於、キャビネット事務局
出席者 Ｌ石田
○５月 ８日 (次期地区）キャビネット事務局開所式 於、リーガロイヤルホテル京都｢ルボワ｣
出席者 Ｌ西川(千) Ｌ石田
○５月 ８日 アイバンク愛の光基金管理会 児玉地区ガバナーエレクトと懇談
出席者 Ｌ岡本
於、リーガロイヤルホテル京都 キャビネット事務局
○５月 ８日 京都洛北ライオンズクラブ例会に表敬訪問 於、グランドプリンスホテル京都
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ岡村
○５月 ８日 次期第１回財務委員会 於、京都国際ホテル｢ロビー｣
出席者 Ｌ平松 Ｌ川人 Ｌ榎 Ｌ西川(一) Ｌ岡村 Ｌ梶谷
○５月 ９日 次期第２回準備理事会 於、京都国際ホテル｢ロビー｣
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ小堀 Ｌ元木 Ｌ岡村 Ｌ木村 Ｌ植村 Ｌ矢口 Ｌ杉江 Ｌ平松 Ｌ岡本
○５月１０日 アイバンク愛の光基金管理会 ４月分会計検査及び指導ほか 於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
○５月１０日 (地区）(現)地区ＰＲ情報･ＩＴ委員会編集会議 於、キャビネット事務局
出席者 Ｌ石田
広報委員会
５月２日 編集 ５月１０日 校正

準 備

５月９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

第２回次期準備理事会 委員会定員１３名(５役副幹事１名,理事５名)中９名出席にて当理事会成立
議 題
○次年度会長ごあいさつ
［Ⅰ］報告事項
１）次期会長より
イ．次年度会長スローガン垂幕作成について
『絆を深め、全員参加で、Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ』
・３Ｒ１Ｚ内統一サイズ・デザインの為、２００８年～２００９年度より丸善ビニール
(京都洛央ＬＣ・Ｌ小島良道)に発注
ロ．ガバナー公式訪問並びに周年行事のお伺いについて
①「２０１３～２０１４年度ガバナー公式訪問例会」（次期キャビネットからの連絡待ち）
＊第一希望：９月１１日(水)
於、グランドプリンスホテル京都｢プリンスホール｣
＊第二希望：８月２９日(木)
〃
懇談会＝１０：４５～１２：１５｢ﾛｲﾔﾙﾙｰﾑ｣(第一希望)｢ｺﾞｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ｣(第二希望)
合同例会＝１２：３０～１４：００
（懇談会当番クラブ＝京都平安ＬＣ）（例会当番クラブ＝京都洛北ＬＣ）
②「周年行事」＝ なし
ハ．ブラザークラブ(ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｸﾗﾌﾞ）への例会表敬訪問について ＊会長・幹事出席予定
・京都葵ＬＣ＝７月３日（水） 初例会(昼)
・宇 治ＬＣ＝７月３日（水） 初例会(夜)
・京都東ＬＣ＝７月８日（月） 初例会(昼)
・網 野ＬＣ＝両クラブ打合せのうえ期日決定（秋頃）
ニ．札幌ライラックライオンズクラブ例会ご招待について ＊結成５４周年記念例会
（札幌ライラックＬＣ結成４９周年記念例会に表敬訪問：８月２０日(火)）
◯出発１９日(月)、帰京２１日(水）の予定、クラブ取り纏めて参加者を募る。
ホ．前期三役の表彰品目について（７月第一・初例会））
◯記念品を感謝状に変更する。
上記変更を承認。
ヘ．その他
◯なし
２）次期幹事より
イ．３Ｒ１Ｚ次期正副幹事会の開催日
・３Ｒ１Ｚ現・次期引継正副幹事会（当番クラブ京都洛北ＬＣ）
日時＝５月２３日(木) １７：００～ 於、喜久屋「駒井」
出席予定者＝幹事Ｌ太田・副幹事Ｌ八木・次期幹事Ｌ岡村・次期副幹事Ｌ梶谷
ロ ．その他
◯なし
［Ⅱ］審議事項
１）次期財務委員会より
Ｌ平松 壽夫
イ．次期収支予算(案)について（別紙）
変更項目
・正会員５名新入会見込み予定。
・広報費の削減のため、ホームページの更新を毎月から年１回とする。
・婦人部会を今期は取止めとする。
◯上記予算（案）承認
ロ．その他
◯なし
２）次期計画委員会より
Ｌ岡本 喜久穂
イ．次期上半期例会日〈上半期行事予定表（案）〉について（別紙）
◯承認
但し、８月第二・朝食例会は９月第一例会予定のガバナー公式訪問例会の日程変更
（８月２９日(木))があれば、９月５日（木）に変更する。

（参考）下半期行事事項のお知らせ
○２０１３～２０１４年度３Ｒ１Ｚ合同新春例会（当番クラブ＝京都北ＬＣ）
日時＝２０１４年１月１１日(土) １２：１５～１４：１５(予定)
於：京都国際ホテル「扇の間」
○宇治ライオンズクラブ結成５０周年記念式典
日時＝２０１４年３月１５日(土) １７：００～(予定) 於：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都
（参考）例年宇治ＬＣとの合同花見例会を開催しているが、次期は上記の通り宇治ＬＣ記念
式典にて振替例会としている為、続けての合同例会となり次期宇治ＬＣ執行部との
協議予定。
また、お花見例会中止の場合は、京都葵ＬＣとの合同例会も検討予定。
ロ．その他
◯なし
３）お誕生日・ご結婚記念日のお祝い品・金額について
・Ｌのお誕生日
・ＬＬのお誕生日
概ね￥１，０００～￥２，０００
・ご結婚記念日
◯上記予算内にて贈呈することとし、品目はＬＴに一任することを承認。
４）ホテル外での会合費クラブ支出について
◯理事会等の会議は、京都国際ホテルロビー等で実施、ホテル外での会合の場合も併せ飲食
はすべて個人負担とする。 →承認
５）事業資金獲得実行委員会編成について
委 員 長：Ｌ元木
茂（第二副会長）
副委員長：Ｌ岡本喜久穂（計画委員長）
委
員：計画副委員長L石田とし子と計画委員
◯正会員外のメンバーは委員会成立の定員数には含めず、委員会定員数の過半数の出席をも
って定足数とする。尚、次期の全ての委員会における定足数も上記規定に従うものとする。
◯上記を承認。
６）(次期)第５４期７月第一・初例会のもちかたについて ＊再確認
○７月４日(木) １２：１５～１３：４５
於：京都国際ホテル ２Ｆ「平安の間」
・ご来賓リスト(案)（別紙）
＊Ｌ西川 千大 2013～2014年度は、特別顧問から名誉顧問に名称変更
(ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ確認済み)
・次第(案)（別紙）
・迎接担当／歴代会長・役員･理事・計画委員会
＊ご来賓・ビジターのご紹介、委嘱状伝達は副幹事が行う。
◯上記承認
７）その他
◯特になし
次回第３回準備理事会開催日
６月１３日（木）１６：００～
（参考）現理事会１５：００～１６：００
現・次期役員･理事･委員長引継懇親会 １８：００～
◯場所等の詳細は、５月１６日の第１４回定例理事会於いて決定後、連絡。
［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
○京都橘ライオンズクラブは、結成５１周年記念例会を５月９日(木)に ANA クラウンプラザホテ
ルに於いて開催され、スポンサークラブとしてご招待を受けＬ西川(一)、Ｌ太田がご出席になり
ました。
また、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」
を別添えの通り６月１５日（土）京都市立京都堀川音楽高等学校 音楽ホールに於いて開催なさ
いますので、ご参加頂ける方は事務局までご返信をお願いいたします。

第５８３回
５８３回サッポロ古都会
サッポロ古都会
○４月２３日(火) 於、西陣「魚 新」 ７７名参加
お世話役：地区ガバナーエレクトＬ児玉 保次・京都ロイヤルﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ会計Ｌ杉本 幸一
開催日程：５月２８日（火）１８：００ 場所、円山公園｢左阿彌｣ 会費￥１１，０００－
お世話役：宇治ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長Ｌ植村･幹事Ｌ近藤(ｻｯﾎﾟﾛ古都会常任幹事)
６月２５日（火）１８：００ 場所、THE SCREEN(ｻﾞ･ｽｸﾘｰﾝ) 当日会費 ¥11,000お世話役：宇治ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会長Ｌ植村･幹事Ｌ近藤(ｻｯﾎﾟﾛ古都会常任幹事)

第５回３Ｒ１Ｚゴルフコンペ
○４月２４日(水) 於、比良ゴルフ倶楽部
ご出席者：Ｌ吉本 Ｌ三浦

おことわり
○５月お誕生日・ご結婚記念日のお祝いは、第二例会２３日(木)にさせて頂きます。

L前例会出席率

第１２８４回例会 ４月２０日(土)
○メンバー ３５名 出席 ９名 欠席 ０名 メークアップ １９名
終身会員 ２名(１名ご出席) 優待会員 ２名 賛助会員 ４名)
平均率 100% ホームクラブ例会出席率 29.6% ホームクラブ例会平均率 46.5%
・メークアップの方 Ｌ植村 Ｌ采野 Ｌ榎 Ｌ岡本 Ｌ梶谷 Ｌ木下 Ｌ木村 Ｌ小山 Ｌ髙橋 Ｌ徳田
Ｌ西川(一) Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ平松 Ｌ松田 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４名 Ｌ中村 Ｌ松下 Ｌ平本 Ｌ荒川
2012.5 ～ 2013.4

皆 出 席 者

上記期間中の皆出席者は下記の方々です。万一、誤りあるいは記載漏れがございましたら事務局まで
至急ご連絡をお願い致します。
尚、本年度もあと数回の例会を残すのみとなりました。
最後まで皆出席下さいますよう、よろしくお願い申しあげます。
◎１ケ年皆出席者(2012.5 ～ 2013.4) ＊正会員
Ｌ岡本 Ｌ榎 Ｌ采野 Ｌ小山 Ｌ吉本 Ｌ平松 Ｌ徳田 Ｌ矢口 Ｌ松田 Ｌ三浦 Ｌ吉川 Ｌ植村 Ｌ元木
Ｌ橋本 Ｌ小堀 Ｌ石田 Ｌ吉田 Ｌ西川(一) Ｌ八木 Ｌ馬場 Ｌ髙橋 Ｌ岡村 Ｌ太田 Ｌ杉江 ２４名
◎３８ケ年皆出席者 Ｌ岡本
１名 ◎３３ケ年皆出席者 Ｌ榎
１名
◎３１ケ年皆出席者 Ｌ采野
１名 ◎３０ケ年皆出席者 Ｌ小山
１名
◎２９ケ年皆出席者 Ｌ吉本 Ｌ平松
２名 ◎２８ケ年皆出席者 Ｌ徳田
１名
◎２５ケ年皆出席者 Ｌ矢口
１名 ◎２４ケ年皆出席者 Ｌ松田
１名
◎２３ケ年皆出席者 Ｌ三浦 Ｌ吉川 Ｌ植村
３名 ◎２１ケ年皆出席者 Ｌ元木
１名
◎１５ケ年皆出席者 Ｌ小堀 Ｌ石田
２名 ◎１８ケ年皆出席者 Ｌ橋本
１名
◎１３ケ年皆出席者 Ｌ西川(一)
１名 ◎１４ケ年皆出席者 Ｌ吉田
１名
◎ ９ケ年皆出席者 Ｌ八木
１名 ◎１０ケ年皆出席者 Ｌ岡村
１名
◎ ６ケ年皆出席者 Ｌ髙橋
１名 ◎ ８ケ年皆出席者 Ｌ馬場
１名
◎ １ケ年未満皆出席者 Ｌ梶谷 Ｌ木村 Ｌ木下
◎ ３ケ年皆出席者 Ｌ太田 Ｌ杉江
２名
３名
（終身会員 Ｌ川人 Ｌ西川(千) ２名） （優待会員 Ｌ川合 Ｌ川勝 ２名）
（賛助会員 Ｌ中村 Ｌ松下 Ｌ平本 Ｌ荒川 ４名）
４月３０日現在 ３５名

愛 の こ と ば

ファイン
ドネーション

Ｌ小堀

進

年次大会、お疲れさまです。

４月第２
７００円
月第２例会
７００円
６４，
累
計
６４，０１８円
０１８円
月第２
１０，
４月第
２例会
１０，０００円
０００円
累
計 １，５３３，
５３３，０００円
０００円
¥10,000-

連絡 AST 磯貝は５月２０日(月)･２１日(火)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。

