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～ 試 （こ こ ろ ）み よ う！ 共 感 で つ な が り 、よ り ど こ ろ へ ～
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開会のゴング
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
ビジターのご紹介
会長ご挨拶
ホームクラブ例会皆出席者表彰
テールツイスター登場
現・次期役員引継式
次期会長ご挨拶
2013.7～2014.6 収支予算案発表
2013.7～2013.12 上半期行事予定発表
楽しく会食
委員長・幹事（現・次期）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
13:30 閉会のゴング
迎接担当／第５３期五役

御

会長

Ｌ小堀

進

Ｌ小堀

進

次期会長 Ｌ西川 一彌
次期財務委員長 Ｌ平松 壽夫
次期計画委員長 Ｌ岡本喜久穂

次期会長

Ｌ西川

一彌

礼

昨年は世界も日本もリーダーが変わる激動の一年でした。人々の思考も変わりさまざまな変化がありました。
みなさんも心揺れることがあったのではないでしょうか。
そのような中、伝統ある京都平安ライオンズクラブにおいてもいくつかの新しい「試（こころ）み」にチャレンジ
させていただきました。戸惑うような「試（こころ）み」にもかかわらず、寛容なお心をいただき、なんとか無事に
お役目を終えようとしています。
これもひとえにみなさんのご指導と友情、そしてご家族の心温まる励ましによるものと、厚く御礼申し上げます。

クラブの会長を経験して初めてわかったことがあります。それは、「友情」と「信頼」のありがたさです。やっと
その意味の深さを「知」よりも「感」で味あわせていただいた思いです。
一年前、先輩からのひと言に勇気づけられました。 “小堀君、あなたのやりたいことをやったらいいのです
から…”、これほど「信頼」を感じたことはありません。
実際に一切の口出しをされず、未熟な会長の私をたてていただきました。 このことを肝に銘じ、私も次期
執行部を一歩下がって応援しなければと実感しています。
「個の利益」から「全体のしあわせ」へ…、世はそういう流れに向かっています。 会員相互の友情をさらに
深め、あなたと、あなたにつながるすべての人々のおしあわせを念じます。 一年間、ほんとうにありがとうご
ざいました。感謝！カンシャ！！です。
京都平安ライオンズクラブ
会 長
小堀
進
幹 事
太田
守
会 計
平松 壽夫

We

Serve アクティビティ

○北区少年野球振興会へ支援「平成２５年度北区少年野球振興会
春季大会」『第５回京都平安ライオンズクラブ杯』
金(優勝)・銀(準優勝)・銅(３位)メダル代
各１５個 ￥３８，２５０－（教育委員会）
＊閉会式 ６月２３日(日) １２：００～ 於、柊野グラウンド
☆会長・副幹事出席予定 （雨天の場合、６月３０日(日)に順延）

表

彰

２０１２～２０１３年度の表彰は、定例理事会に於いて、ホームクラブ例会
皆出席の方々にと決定されました。
本日、今年度最終例会を迎えるに当り、次の３名が該当しておられます。
一年間のご精励を讃えると共に、誌上に記名の上その栄を賞し度く存じます。
尚、今年度は記念品の授与はご辞退されました。
☆ホームクラブ例会皆出席者
２０１２年７月～２０１３年６月迄
Ｌ太田
守
Ｌ小堀
進
Ｌ杉江
学

○過日６月６日、チャーターナイト
５３周年記念同伴例会の際、
天台宗比叡山飯室谷不動堂長寿院
住職 北嶺大行満大阿闍梨
酒井 雄哉 様より、祝電を頂戴致
しましたのでご披露申しあげます。

会 合
○６月 ６日 アイバンク愛の光基金管理会 ５月分会計検査・指導 於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
○６月 ６日 (次期地区）2013~2014 年度キャビネット予備会議
出席者 Ｌ石田 於、リーガロイヤルホテル京都
○６月 ６日 次期第１回広報委員会 於、京都国際ホテル｢ロビー｣
出席者 Ｌ三浦 Ｌ小堀 Ｌ梶谷 Ｌ西川(一) Ｌ徳田 Ｌ岡村
○６月 ７日 アイバンク愛の光基金管理会 第３回理事会 於、京都産業会館 第三研修室
出席者 Ｌ岡本 Ｌ岡村
○６月 ８日 京都北ライオンズクラブ例会に表敬訪問 於、京都国際ホテル
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ岡村
○６月１０日 （次期地区）次期クラブ三役研修会 於、京都ホテルオークラ
出席者 （次期地区)Ｌ石田（クラブ)Ｌ西川(一) Ｌ八木
○６月１１日 京都橘ライオンズクラブ例会に表敬訪問 於、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ岡村
○６月１０日 （地区）ＧＭＴ･ＧＬＴ･クラブサクセス･女性会員増強合同委員会
出席者 （地区)Ｌ八木
於、京都ホテルオークラ｢入舟｣
○６月１３日 (３３５複合地区）第６回３３５複合地区ＩＴ委員会・夕食会
出席者 （次期地区)Ｌ石田
於、３３５複合地区ガバナー協議会事務局
○６月１３日 第１５回定例理事会 於、室町 和久傳
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ小山 Ｌ太田 Ｌ平松 Ｌ八木 Ｌ岡村 Ｌ徳田 Ｌ松田 Ｌ杉江
○６月１３日 次期第３回準備理事会 於、室町 和久傳
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ小堀 Ｌ松田 Ｌ元木 Ｌ岡村 Ｌ梶谷 Ｌ八木 Ｌ木村 Ｌ吉川 Ｌ徳田
Ｌ太田 Ｌ杉江 Ｌ岡本 Ｌ三浦
○６月１３日 現・次期役員･理事･委員長引継懇親会 於、室町 和久傳
出席者 Ｌ小堀 Ｌ石田 Ｌ西川(一) Ｌ小山 Ｌ太田 Ｌ平松 Ｌ八木 Ｌ岡村 Ｌ徳田 Ｌ松田
Ｌ吉田 Ｌ杉江 Ｌ髙橋 Ｌ元木 Ｌ梶谷 Ｌ木村 Ｌ吉川 Ｌ三浦 AST 磯貝
○６月１８日 ３Ｒ１Ｚ次期会長・幹事懇談会 於、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都｢花梨｣
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ岡村

○６月１９日 歴代会長・幹事・第５４期三役懇談会 於、京都国際ホテル｢マグノリア｣
出席者 Ｌ西川(千) Ｌ岡本 Ｌ平松 Ｌ采野 Ｌ吉本 Ｌ元木 Ｌ三浦 Ｌ石田 Ｌ小堀 Ｌ松田
Ｌ杉江 Ｌ太田 Ｌ西川(一) Ｌ岡村
広報委員会
６月１３日 編集 ６月１９日 校正

６月１３日
１３日(木) 於、室町 和久傳 ＊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（幹事代行）
イ．｢平成２５年度北区少年野球振興会春季大会｣『第５回京都平安ライオンズクラブ杯』の
閉会式（６／２３(日)予定、会長・副幹事出席予定）
・上記確認
２）幹事より
イ．３Ｒ１Ｚ現・次期引継正副幹事会報告［５月２３日(木)開催 於、喜久屋｢駒井｣］
（議事録別紙）
○３Ｒ１Ｚ合同新入会員懇談会を省みて〈５月１５日(水) １８：００～ 於、「左阿彌」〉
・幹事より懇親会の概要のみ説明あり
・下記の予定を承認
○２０１３～２０１４年度３Ｒ１Ｚ合同例会について
３Ｒ１Ｚ合同初例会〈７月２３日(火) １２：３０～１４：００ 当番クラブ/京都橘ＬＣ
於、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都｢平安の間｣〉
３Ｒ１Ｚ合同ガバナー公式訪問例会〈８月２９日(木) 於、グランドプリンスホテル京都
懇談会 １０：１５～１２：１５｢ゴールドルーム｣
当番クラブ／京都平安ＬＣ
例 会 １２：３０～１４：００｢プリンスホール｣
当番クラブ／京都洛北ＬＣ〉
３Ｒ１Ｚ合同新春例会〈２０１４年１月１１日(土) １２：３０～１４：００
於、京都国際ホテル 当番クラブ／京都北ＬＣ〉
○３Ｒ１Ｚ正副幹事会引継事項について
・個々の内容については別紙参照とした。
○次回３Ｒ１Ｚ幹事会開催日：当番クラブ〈京都平安ＬＣ〉＊正幹事のみ
６月２８日(金) １６：３０ 於、京都洛北ライオンズクラブ事務局
・上記日程確認
３）第５３期婦人部会収支決算報告（別紙）
Ｌ杉江
学
・承認
［Ⅱ］審議事項
１）会計より
Ｌ平松 壽夫
イ．５月分収支会計決算承認の件（別紙）
・承認
２）計画委員会より
Ｌ髙橋 久永に替わり、幹事より報告
イ．網野ライオンズクラブ結成５０周年記念式典参加関連費用報告（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))収支計算書報告（別紙）
・承認、収支報告は６月第二例会報に添付することとする。
３）ホームクラブ皆出席者表彰について ＊会員表彰費
＊６月第一例会後の時点で３名が該当者〈Ｌ太田、Ｌ小堀、Ｌ杉江〉
表彰日時：６月第二例会
記念品の金額・品目について
・例会時発表のみとし記念品はなし。
次回第５３期決算理事会開催日
・後日日程調整の上、決定することとした。

準 備

６月１３日
１３日(木) 於、室町 和久傳 ＊下記何れも
下記何れも承認
れも承認

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．次年度委員会編成の再確認（別紙）
◯婦人部会は次年度休部 →承認
ロ．その他
２）次期幹事より
イ．３Ｒ１Ｚ現・次期引継正副幹事会報告［５月２３日(木)開催

於、喜久屋｢駒井｣］
（議事録・添付資料別添）
○３Ｒ１Ｚ合同新入会員懇談会を省みて〈５月１５日(水) １８：００～ 於、「左阿彌」〉
○２０１３～２０１４年度３Ｒ１Ｚ合同例会について
３Ｒ１Ｚ合同初例会〈７月２３日(火) １２：３０～１４：００ 当番クラブ/京都橘ＬＣ
於、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都｢平安の間」〉

３Ｒ１Ｚ合同ガバナー公式訪問例会〈８月２９日(木) 於、グランドプリンスホテル京都
懇談会 １０：１５～１２：１５｢ゴールドルーム｣
当番クラブ／京都平安ＬＣ
例 会 １２：３０～１４：００｢プリンスホール｣
当番クラブ／京都洛北ＬＣ〉
３Ｒ１Ｚ合同新春例会〈２０１４年１月１１日(土) １２：３０～１４：００
於、京都国際ホテル 当番クラブ／京都北ＬＣ〉
○３Ｒ１Ｚ正副幹事会引継事項について（別紙）
◯次回３Ｒ１Ｚ次期正副幹事会開催日：当番クラブ〈京都橘ＬＣ〉
６月２１日（金）１８：３０～ 於、東華菜館
◯上記事項別紙に基づき説明のうえ確認。
ロ．その他
◯特になし
３）その他
◯特になし
［Ⅱ］審議事項
１）次期計画委員会より
Ｌ岡本 喜久穂
イ．次期上半期行事予定(案)修正について（別紙予定表(案)参照）
◯修正予定表(案)通り承認。
ロ．納涼同伴例会(案)について（別紙４枚参照）
①タイムテーブルについて
◯承認（但し、ご挨拶者は予定）
②収支予算案について
◯承認
③送迎バス・駐車場・エクシブ支払・その他について
◯別紙案にて承認
◯その他、
エクシブの構内が広く、またレストランのロケ－ション上、トイレが少し離れているた
め迷い易く注意が必要との事確認。
ハ．朝食例会について
◯承認。詳細は、７月定例理事会にて上程。
ニ．結成５４周年記念同伴例会について
①アルパ奏者 丸田 恵都子氏の演奏と語り（別紙プロフィール参照）
◯予算は謝礼５万円＋交通費、所要時間１時間（お話しと演奏にて）以内
◯上記案にて承認。詳細は後日審議
②ご来賓と費用負担について
◯ご来賓は札幌ライラックライオンズクラブＬ・ＬＬのみ →承認
◯上記お祝金について、登録料とするかどうかの取り扱いは執行部にて決定。
ホ．その他
◯宇治ライオンズクラブとの合同例会は２０１４年５月８日(木)第一例会の予定。
◯京都葵ライオンズクラブとの合同例会の日程は、両クラブ会長・幹事にて相談の上決定し、
各クラブ計画委員会にて詳細決定をお願いする。
２）次期広報委員会より
Ｌ三浦 正毅
イ．例会報表紙（別紙 ）・編集内容・前例会報告・写真撮影について
◯別紙の表紙で承認。
例会報告の細部は広報委員会に一任する。
ロ．第２６回国際平和ポスターコンテスト参加について（別紙）〈＊３３５－Ｃ地区へ提出〉
＊国際協会今年度のテーマ「Our World , Our Future」
（訳：私たちの世界、私たちの未来）
（応募資格 2013 年 11 月 15 日現在小学校５年生･６年生（11 歳から 13 歳）
学校単位で募集し、優秀作品を選んで１０月２１日迄（必着））
クラブのの取り組みについて
◯例年通り参加することとし、Ｌ松田より室町小学校へ依頼して頂くことで承認。
地区ＰＲ情報･ＩＴ委員会より
京都展示会準備お手伝いについて（１１月１６日(土）１２：００～１４：００(予定)）
（開会式・展示会：１１月１７日(日）１０：００～１６：００ ※終了後後かたづけ
於、日図デザイン博物館（京都市勧業会館、みやこめっせＢ１Ｆ）＊詳細未定）
◯広報委員会にて準備・後かたづけの協力をする。 →承認
ハ．ホームページ更新について
◯現会長、次期会長･幹事で調整後、広報委員会で検討し、その結果を7月理事会に提案する。
３）お誕生日・ご結婚記念日のお祝い品・金額について ＊再確認
Ｌお誕生日－ 川人象嵌特製Ｌマーク入り、ブックマーク ￥１，８００－
ＬＬ(配偶者)お誕生日－ 川人象嵌特製Ｌマーク入り、ピルケース ￥１，８００－ 承認
ご結婚記念日－ 京都国際ホテル レトルトカレーセット ￥１，２００－
４）７月第一・第５４期初例会（４日(木)）について ＊再々確認
イ．タイムスケジュール(案）（別紙例会報表紙参照）
◯承認
ロ．ご来賓予定者（別紙）
◯承認

ハ．ご来賓迎接(案）について
①場所：「貴船の間」（無料）
②迎接担当：◯受付－ Ast
◯誘導・案内－ 役員・理事、計画委員会
◯接待「貴船の間」－ 元会長
尚、ビジターは計画委員会が会場御席へご案内する事とする。
ニ．ドネーション「愛のことば」発表担当
◯ライオンテーマーＬ木村
ホ．メニュー（別紙）
◯承認
５）札幌ライラックＬＣ表敬訪問旅程詳細・出席者について
（結成４９周年記念例会：８月２０日(火) 夕刻より）
◯多数のご参加をお願いし、旅程表を理事会全メンバーに配布。
また、自由に札幌へ旅行され、８月２０日（火）夕刻の例会のみ参加の方も歓迎致します。
６）その他
①８月２２日(木)１９：００開演 京都府立府民ホール アルティに於いて開催の東日本大
震災復興支援事業「千の音色でつなぐ絆・京都チャリティコンサート」に後援し、次期
アクティビティの１つとする。
支援金は５万円～１０万円の予定。→承認
（参考）陸前高田で被災した被災木で制作のヴァイオリン(制作者ヴァイオリンドクター
中澤 宗幸氏)・チェロ・ピアノのトリオ演奏
②新入会予定者の例会見学は初例会に来ていただく。
次回第４回定例理事会開催日
７月１１日（木）１５：００～
於、京都国際ホテル「貴船の間」
［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、東日本大震災復興支援チャリティ「鎮魂と再生を祈る桜を植えよう」
横山 幸雄氏ピアノリサイタルを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
於いて催されました。
当クラブからも多数の方々がチケット購入にご協力をいただきご来聴になりました。

宇治ライ
宇治ライオンズクラブ｢
オンズクラブ｢結成５０
結成５０周年記念
５０周年記念ゴルフ
周年記念ゴルフ大会
ゴルフ大会｣
大会｣ご案内
○宇治ライオンズクラブが下記の通り開催されます｢チャリティゴルフ大会｣にご参加頂けます方は
至急ご連絡をお願い致します。
・日 時：９月９日（金）８：００スタート東コース・西コース OUT・IN 同時スタート
・場 所：城陽カントリー倶楽部 京都府城陽市寺田奥山 1-46 ℡ 0774-52-2525
・プレー費：￥１９，５００－（プレーフィー・キャディーフィー・参加費・昼食費含む）
・競技方法：１８ H ストロークプレー ６インチプレー（使用テイー：７５歳未満 白マーク・
７５歳以上 ゴールドマーク（自由選択）・女性 赤マーク）
・表 彰：優勝・女性優勝・準優勝・３～１０位・以下５位刻みの飛び賞・ＢＢ賞・ＢＧ賞・
ＮＰ賞・ＤＣ賞他多数準備

３Ｒ１Ｚ囲碁同好会
○６月５日(水) 於、日本棋院京都本部
ご出席者：Ｌ太田

文化同好会 報告

大阪市立美術館「ボストン美術館｣展鑑賞・コンテンポラリーフレンチ″ピエール″での晩餐

○風が舞い、空が動き、空気の澄んだお天気の６月１２日(水)
大阪市立美術館｢ボストン美術館 日本美術の至宝｣を鑑賞後
６月５日に開業のグランフロント大阪内インターコンチネン
タルホテル大阪２０Ｆコンテンポラリーフレンチ｢ピエール｣
にての夕餉と和やかな歓談。
海を渡った幻の至宝･お里帰りの名品の数々を目一杯楽しみ、
シェフ・ピエール独自の技法による和の素材を活かした新し
いスタイルのフランス料理の美味しさに陶酔、至福の日帰り
バスの旅は、月の光に映じられた帰路となりました。
ご出席者：Ｌ榎 Ｌ植村 Ｌ吉田 ＬＬ小山
Ｌ・ＬＬ岡本 Ｌ・ＬＬ杉江 大藤様(有功会員)
Ｌ石田 Ｌ西川(一) Ｌ岡村 Ast磯貝
文化同好会 会長
幹事
〃

石田とし子
西川 一彌
岡村
健

札幌ライラックライオンズクラブ
札幌ライラックライオンズクラブ結成
ライラックライオンズクラブ結成４９
結成４９周年記念例会
４９周年記念例会 ご出席者募集
○来る８月２０日(火)夕刻より開催されます、結成４９周年記念例会に表敬訪問することとな
り、次期三役は出席の予定です。 .８月１９日(月）出発、２１日(水）帰京予定
メンバーはじめご令室様、ご出席いただける方は事務局までご返信をお願い申しあげます。
尚、旅程等の内容詳細は、手渡し若しくはＦＡＸにてご連絡させていただきました。
＊８月２０日(火)の記念例会のみのご参加も可能です。

L前例会出席率

第１２８７回例会 ６月６日(木)
○メンバー ３５名 出席 ２４名 欠席 ０名 メークアップ ６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 77.8% ホームクラブ例会平均率 68.8%
・メークアップの方 Ｌ采野 Ｌ橋本 Ｌ馬場 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 Ｌ荒川(ご出席)

○第一例会・
第一例会・『第５４期
５４期 初例会』
初例会』
７月 ４日(木) 登録 １１：３０ 於、京都国際ホテル 2F「平安の間」
例会 １２：１５～１３：４５（予定）
○第二例会・
第二例会・３Ｒ１Ｚ(京都平安･
京都平安･京都橘･
京都橘･京都北･
京都北･京都洛北･
京都洛北･京都洛央ＬＣ
京都洛央ＬＣ)
ＬＣ)合同初例会
７月２３日(火) 登録 １１：４５ 於、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 2F「平安の間｣
例会 １２：３０～１４：００
当番クラブ／京都橘ライオンズクラブ
○第５３期決算理事会
５３期決算理事会
７月日時・場所未定（調整中）
○第４回定例理事会
７月１１日(木) １５：００ 於、京都国際ホテル「貴船の間」
○第５８７回
５８７回サッポロ古都会
サッポロ古都会
７月２３日(火) １８：００ 於､｢竹茂楼」 会費￥１２，０００－
お世話役：京都平安ライオンズクラブ 新会長Ｌ西川(一)・新幹事Ｌ岡村
○うづき会
うづき会
７月２５日(木) スタート ８：１６(ＯＵＴ) 於、京都ゴルフ倶楽部 上賀茂コース
本年度は
年度は大変お
大変お世話になりました
世話になりました。
になりました。 一年間ご
一年間ご協力賜り
協力賜り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。

愛 の こ と ば

ファイン
ドネーション

京都ライオンズクラブ 会長Ｌ畑 正髙
中途退場、失礼申し分けありません。
貴クラブのご隆盛を祈念申します。

広報委員会

６月第１
３，１５０円
月第１例会
１５０円
累
計
７３，
７３，０２２円
０２２円
６月第１
８０，
月第１例会
８０，０００円
０００円
累
計 １，６８８，
６８８，０００円
０００円

Ｌ平松 壽夫
第５３回のＣＮ記念例会の開会を祝して。

¥10,000Ｌ岡村
健
Ｌ小堀
進
１．京都平安ＬＣ ＣＮ５３周年記念例会心よりおめで
・佐々木光澄様、急なご無理をお願いし、ご講演あり
とうございます。
がとうございました。
２．佐々木光澄様、ご講演ありがとうございます。
・ゾーン･チェアパーソン坂田様、スポンサークラブの
突然のお願いにも本当に快くお引き受け下さり重
京都ライオンズクラブ会長畑様、ＬＴ北尾様、そし
ねてお礼申しあげます。
てブラザークラブの皆さんを始め多くのご来賓の皆
¥10,000様のご臨席を賜り心から感謝申しあげます。
Ｌ元木
茂
¥20,000６月第１例会ＣＮ５３周年記念同伴例会の盛会を祝
Ｌ石田 とし子
して。
①本日、チャーターナイト５３周年記念同伴例会を祝
¥10,000し！
Ｌ植村 一太郎
②坂田ゾーン･チェアパーソン、スポンサークラブ京都
ＣＮおめでとうございます。
ライオンズクラブ畑会長様はじめ御来賓の皆様、本
今後共よろしくお願いします。
日は御多用の中御出席賜り、ありがとうございます。
¥5,000③ライオンズクラブの発展を心より祈念致します。
Ｌ荒川 昌浩
④酒井大阿闍梨様の御回復を心よりお祈り致します。
誕生日をお祝いただきありがとうございます。
¥10,000以前にも申しましたが誕生日が父の命日ですので、
２人そろってお礼申しあげます。
¥5,000¥10,000-

網野ライオンズクラブ結成５０周年記念式典
(５月第二・振替例会 参加費用明細）報告
２０１３年５月１２日（日）
於、佳松苑 はなれ風香
＊交歓費
結成５０周年お祝い金
二役分登録料(ご招待) ＠１０，０００×２名
合
＊例会食費(一般参加登録料）
正会員

２００，０００
２０，０００

計

￥２２０，０００－

＠４，０００×１０名

＊個人負担(一般参加登録料）
終身会員 ＠１０，０００×１名（Ｌ西川(千)）
正会員
＠６，０００×１０名

￥４０，０００－

￥７０，０００－

〈ご出席者〉（招待）Ｌ小堀 Ｌ太田
(一般) (地区)Ｌ西川(千) Ｌ八木 (クラブ)Ｌ石田 Ｌ植村 Ｌ岡村 Ｌ吉川 Ｌ小山 Ｌ杉江
Ｌ徳田 Ｌ西川(一) Ｌ三浦 Ast 磯貝（無料）

☆バス関連費用
小型観光バス代金
￥７０，０００
往復通行料
￥３，６００
ドライバー心付け
￥５，０００
￥９３，３３６－
車中飲食代
￥１４，７３６
(おやつ･ﾋﾞｰﾙ･ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙお茶･氷･ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ･大小ﾅｲﾛﾝ袋)
＊バスご利用者個人負担
＠４，０００×１６名
￥６４，０００－
＜バスご利用の方＞（往復）地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄＬ児玉 次期第１副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰＬ森井 Ｌ小堀 Ｌ西川(千)
Ｌ石田 Ｌ植村 Ｌ岡村 Ｌ吉川 Ｌ杉江 Ｌ徳田 Ｌ西川(一) Ｌ三浦 (Ast 磯貝)
（帰路）Ｌ太田 Ｌ･ＬＬ小山 ＬＬ松田（ＬＬは乗車のみ）
＊計画委員会預かり金より補助金

￥２９，３３６－

差し引き剰余金 ￥２２，７８９－（４月第一例会剰余金）
＊剰余金合計
￥１６２，１４６－（前回剰余金￥１３９，３５７－）
京都平安ライオンズクラブ
計画委員長
髙 橋 久

永

２０１２～１３年度 第５３期京都平安ＬＣ 婦人部会収支計算書
２０１３年５月２４日（金）
於、イル ギオットーネ クチネリーア
（収入の部）
当日会費
〃
クラブ補助金

ＬＬ
Ｌ

合

＠３，０００×
＠８，５００×

９名
５名

計

２７，０００
４２，５００
７０，０００
￥１３９，５００－

（支出の部）
『イル ギオットーネ クチネリーア』支払い １５名(ＡＳＴ含)
飲食代 ＠８，５００×１５名
１２７，５００
記念写真現像代
１，６６２
合
差し引き剰余金

計

￥１２９，１６２－

￥１０，３３８－ （本会計へ繰入）

＊お土産(和久傳 ちりめん山椒・イル ギオットーネ クチネリーアお菓子詰合せ）は、婦人部会長
Ｌ石田 とし子のご厚意でした。
〈ご出席者〉Ｌ・ＬＬ西川(一) ＬＬ岡本 ＬＬ川人 ＬＬ小山 ＬＬ馬場 ＬＬ橋本 ＬＬ吉田 Ｌ植村
Ｌ平本 Ｌ石田２名 Ｌ・ＬＬ杉江 Ast 磯貝
京都平安ライオンズクラブ
婦人部会 部会長
石 田
〃
副 〃
杉 江

とし子
学

６月第一・チャーターナイト５３周年記念同伴例会 収支計算書
２０１３年６月６日（木）
於、京都国際ホテル「平安の間」
（収入の部）
二大行事(ＣＮ分) ＠１０，０００×３０名
３００，０００
(正会員２７名＋終身Ｌ西川(千)･賛助Ｌ松下･Ｌ荒川)
例会食費
＠４，０００×３０名
〃
１２０，０００
当日会費
Ｌ＠１０，０００×２４名
２４０，０００
ＬＬ＠８，０００× ６名
４８，０００
お祝金(ｿﾞｰﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝＬ坂田・ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞ京都ＬＣ２名(１名食事なし)･
ﾌﾞﾗｻﾞｰｸﾗﾌﾞ７ＬＣ 葵･橘･東･宇治･洛北ＬＣ各２名･
北･洛央ＬＣ各１名)
＠１１，０００×１５名
１６５，０００
〃（網野ＬＣ) ＠１０，０００× １名
１０，０００
繰越剰余金（１月第二・４月第一例会分）
１６２，１４６
合

計

￥１，０４５，１４６－

（支出の部）
京都国際ホテル支払い ＠１０，０００ × ４７名(講師･AST 含） ４７０，０００
(料理代・飲物代・サービス料・消費税・他）
〃
例会･懇親会･ミニコンサート用音響設備
１０，５００
(スタンドマイク１本･ワイヤレスマイク１本･ＣＤ再生)
記念講演 佐々木 光澄様謝礼（１０万円の内）
８０，０００
〃
お車料
１０，０００
酒井 雄哉様へお見舞
１００，０００
〃 サイン入書籍代５０冊
５０，０００
ミニコンサート謝礼(３名)｢トリオ・シャンテ｣
５０，０００
〃
出演者食事代
４，９６０
コンパニオン
＠１０，０００ × ６名
６０，０００
ご来賓関係お土産(末富)(酒井様含) ＠１，８９０ × ２０名
３７，８００
合

計

￥８７３，２６０－

差し引き剰余金 ￥１７１，８８６－（本会計へ繰入）

記念講演：天台宗比叡山飯室谷不動堂長寿院住職 北嶺大行満大阿闍梨 酒井 雄哉様より、
延暦寺学園 常任理事 学園長・事務局長 五智院住職 佐々木 光澄様に交替
（謝礼３０万円→１０万円に変更）
酒井 雄哉様著｢あなたには幸せになる力がある」単行本はご出席者(Ｌ)に進呈
＊Ｌ小堀よりご来賓のお土産に自社製食前金箔とあぶらとり紙をご寄贈頂きました。
＊ご来賓・ミニコンサート・コンパニオン控室「貴船の間」３室とミニコンサート ピアノ貸料・
出演者３名の飲物は京都国際ホテルのサービスでした。

〔別途費用〕

（研修費）￥２０，０００－
＊記念講演謝礼 １０万円（不足分はＣＮより支出）

京都平安ライオンズクラブ
計画委員長
髙 橋 久

永

