54京都平安ライオンズクラブ
第1290回

絆を深め 全員参加で We Serve

７月第二例会（第５４期 ３Ｒ１Ｚ合同初例会）
〈京都平安・京都橘・京都北・京都洛北・京都洛央ライオンズクラブ〉

2013.７．２３（火）inＡＮＡクラウンプラザホテル京都「平安の間」

司会
12:30

開会のゴング

京都橘ライオンズクラブ 幹事

Ｌ矢野

三博

京都洛央ライオンズクラブ 会長

Ｌ大森

將丈

国歌「君が代」斉唱
「ライオンズクラブの歌」斉唱
地区役員のご紹介

京都平安ライオンズクラブ 会長

Ｌ西川

一彌

京都橘ライオンズクラブ 会長

Ｌ村田

暢夫

３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソン Ｌ神﨑

守

５クラブ会長代表挨拶

３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソンご挨拶
ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｃ地区

乾杯

京都北ライオンズクラブ 会長

Ｌ長艸

敏明

楽しく会食
テールツイスター登場

５クラブ正副テールツイスター

「また会う日まで」斉唱
14:00

閉会のゴング

次回例会

京都洛北ライオンズクラブ

8月1日（木）

会長

Ｌ楠本

浩子

納涼同伴懇親例会
於：エクシブ京都 八瀬離宮「クローチェ･間」

京都国際ホテル正面玄関 集合・出発 １６時３０分(送迎バス)
登録：１７時～

例会：１７時３０分～

京都国際ホテルへ出発 ２０時３０分

懇親会：１８時～２０時

表敬訪問
○会長・幹事が下記ブラザークラブ初例会にご来賓としてご出席になりました。
・７月３日(水)
京都葵ライオンズクラブ・宇治ライオンズクラブ
・７月８日(月)
京都東ライオンズクラブ
＊網野ライオンズクラブは１０月１７日(木)夕刻より（味覚例会）

献血実施報告
○７月３日（水）
場所、献血ルーム・四条
＊Ｌ髙橋 久永
採血 成分@600 ã
※労力ＡＣＴ
１時間
○７月６日（土）
場所、献血ルーム・四条
受付数 １１３名 採血数 ９９名 不採血数 １４名
内訳 @200 ã× 0 名 @400 ã× 38 名=15,200 ã 成分@600 ã× 61 名=36,600 ã
○７月８日（月）
場所、献血ルーム・四条
受付数 ５１名 採血数 ４６名 不採血数 ５名
内訳 @200 ã× 2 名=400 ã @400 ã× 18 名=7,200 ã 成分@600 ã× 26 名=15,600 ã
会員消息
○Ｌ川勝 敏廣（第５３期２０１２年７月より優待会員)は、７月１４日(日）享年６４歳をもって
お亡くなりになりました。
謹んでご冥福をお祈り申しあげます。
○Ｌ小堀 進はご自身のお誕生日（７月８日)に、「お仏壇ものがたり」(法藏館 定価５００円)を
初出版なさいました。 誠におめでとうございます。
皆さまのご拝読よろしくお願いいたします。

新入会員（
新入会員（正会員）
正会員）のご紹介
のご紹介
ほその

ひろき

○細 野 裕
生年月日
現 住 所
勤 務 先

基 様
昭和３５年７月２０日
〒 610-0121 京都府城陽市寺田今堀 159-31 ℡ 0774-55-7571
㈱豊かな気持ち・㈱ココロカンパニー 代表取締役
〒 604-8822 京都市中京区壬生辻町 31-1 ℡・Fax075-384-0103
職
種 サービス業
Ｓ
Ｐ Ｌ西川 一彌
◎去る７月１１日(木)開催の第４回定例理事会に於いて入会が承認されました。
就きましてはご異議のございます方は、来る７月２６日迄に会長宛親展として書面にてお申し
出下さい。
尚、ご入会は８月第一例会（１日(木)）を予定致しております。

退会者
○中村

舜様(賛助会員)は一身上のご都合により、６月末日付をもって退会されました。

会

合

○７月 ８日 アイバンク愛の光基金管理会 ６月分会計検査及び監査受準備 於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
○７月１１日 アイバンク愛の光基金管理会 前期会計監査 於、管理会事務所

出席者 Ｌ岡本
○７月１１日 第４回定例理事会 於、京都国際ホテル「貴船の間」
出席者 Ｌ西川(一) Ｌ松田 Ｌ元木 Ｌ岡村 Ｌ八木 Ｌ植村 Ｌ吉川 Ｌ岡本
○７月１３日 京都北ライオンズクラブ初例会に訪問 於、京都国際ホテル
出席者 Ｌ徳田
○７月１６日 (地区）第３回ＰＲ情報･ＩＴ委員会 於、キャビネット事務局 会議室
出席者 （地区)Ｌ石田
○７月１６日 第５３期下半期会計監査 於、京都みらい法律事務所(Ｌ吉川)
出席者 Ｌ吉川 Ｌ平松 Ｌ太田
○７月１８日 アイバンク愛の光基金管理会 第１回常任理事会 於、三井住友信託銀行 京都支店
出席者 Ｌ岡本 Ｌ岡村
○７月１８日 ７月３Ｒ１Ｚ正副幹事会並びにアシスタントとの懇親会
出席者 Ｌ岡村 Ｌ梶谷 Ast 磯貝
於、岡あい
○７月１９日 (MD335）３３５複合地区第１回ガバナー協議会 於、ホテル日航大阪｢鶴･孔雀｣
出席者 （地区)Ｌ石田
○７月２２日 第５３期決算理事会 於、京都国際ホテル「ロビー」
出席者 Ｌ小堀 Ｌ西川(一) Ｌ太田 Ｌ八木 Ｌ平松 Ｌ岡村 Ｌ植村 Ｌ徳田 Ｌ松田 Ｌ吉田
Ｌ吉川
広報委員会
７月１６日 編集 ７月２２日 校正

７月１１日
１１日(木) 於、京都国際ホテル
京都国際ホテル「
貴船の間」＊下記何
」＊下記何れも
ホテル「貴船の
下記何れも承認
れも承認
理事会の成立
理事会構成メンバー１４名中７名出席にて理事会の成立を宣言
議事録作成人指名 ＴＴ．Ｌ植村一太郎
議 題
○会長ごあいさつ
［Ⅰ ］報 告 事 項
１）会長より
イ．初例会表敬訪問報告 ＊会長･幹事出席
〈７／３(水)京都葵ＬＣ・７／３(水)宇治ＬＣ・７／８(月)京都東ＬＣ〉
＊網野ＬＣは１０月第二・味覚例会 １０月１７(木) １８：００～
場所未定(登録料￥１０，０００－)
ロ．３Ｒ１Ｚ次期会長・幹事懇談会報告 ＊議事録・添付資料抜粋/別紙
〈６月１８日(火) 於、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都｢花梨｣〉
◯地区キャビネットよりの連絡事項について（次期キャビネット予備会議の報告）
・新入会員入会式｢地区ガバナーＬ児玉 保次から歓迎の言葉｣について
（ゾーン・チェアパーソン出席・手渡し）
・カルチャーカード導入について
メンバーがゾーン・リジョン、また３３５－Ｃ地区以外のクラブの例会を訪問し、明確
に記録するカードで、訪問メンバーとビジター受け入れクラブ双方の見聞を広げ、新鮮
で楽しい有意義な例会の一助となるよう導入。（メーク・アップ可能の例会に適用）
沢山クラブ訪問されたメンバー並びに受け入れクラブに対し、
ガバナーズアワードの対象となり、地区年次大会に於いて表彰。
.クラブ事務局は毎月の交流記録を集計し、月末毎にキャビネット事務局まで報告のため、
例会訪問されたメンバーは要連絡。
＊ライオンズクラブ所属のアイバンク愛の光基金管理会のメンバーによるアイバンク例会
の講師が例会訪問にて講演をした場合はこのケースに該当するのか？との質問があった。
この件については、次回理事会までにキャビネットに確認することとする。
・３３５－Ｃ地区第６０回記念年次大会 ２０１４年４月５日(土)
於、京都コンサートホール 懇親会：京都ホテルオークラ

◯各クラブ会長の運営方針及びスローガン等について
◯ゾーン合同例会開催について
・３Ｒ１Ｚ合同初例会
７月２３日(火) 登録１１：４５～ 例会 １２：３０～１４：００
於、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都「平安の間」＊当番クラブ：京都橘ＬＣ
・３Ｒ１Ｚ合同新春例会
２０１４年１月１１日(土) 登録１１：４５～ １２：３０～１４：１５
於、京都国際ホテル ＊当番クラブ：京都北ＬＣ
◯ガバナー公式訪問日程について
８月２９日(木) 於、グランドプリンスホテル京都
一般登録１１：４５～
懇談会 １０：１５～１２：１５｢ロイヤルルーム｣ ＊懇談会当番クラブ：京都平安ＬＣ
例 会 １２：３０～１４：００｢プリンスホール｣ ＊例会当番クラブ：京都洛北ＬＣ
＊地区ガバナー並びにキャビネット随行地区役員(３Ｒ１Ｚ外)の登録料(食費)の徴収につ
いて一人４，３００円を徴収する。
但し、ゾーン内地区役員につては、所属クラブにて支払う事とする。
◯ゾーン合同アクティビティについて
①ゾーン・チェアパーソン主催３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会
＊２０１３年１１月１７日(日）開催予定。
②知的障がい者支援事業｢第５回ふれあいボウリング大会｣
＊２０１４年４月開催予定。
③東日本大震災復興支援事業の継続について
＊前年度の申し送りとして継続、ゾーン合同アクティビティとする。
④京都マラソン２０１４〈２０１４年２月１６日(日) 開催予定〉
＊労力アクティビティにて参加。
５クラブ統一で担当地区の第１希望として「金閣ブロック」を申し込む。
◯第１回ガバナー諮問委員会開催日時について
８月２７日(火) １４：００～ 於、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
＊ゾーン内地区役員２名出席要請
・地区ＰＲ情報・ＩＴ委員長 Ｌ石田とし子・
地区ＬＣＩＦ･視力ファースト･献眼推進委員長 Ｌ砂田 宗明(京都洛央ＬＣ)
ハ．初例会での網野ＬＣ・宇治ＬＣよりのお祝い金（各２万円）入金処理について
＊雑収入として運営費に充当。
２）幹事より
イ．６月３Ｒ１Ｚ次期正副幹事会報告〈６月２１日(金) 於、東華菜館〉＊議事録･資料別紙
◯当番クラブの確認
＊別紙参照。尚、９月、１１月、１月と５月現・次期引継正副幹事会を平安ＬＣが担当。
◯引継事項の検討及び確認
＊別紙参照
◯３Ｒ１Ｚ合同初例会について
＊別紙参照
◯３Ｒ１Ｚ合同ガバナー公式訪問例会について
＊別紙参照。但し、懇談会は京都平安ＬＣの担当。
◯３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会について
＊１１月１７日（日）の予定。場所（ゴルフ場・懇親会場）及び大会詳細は未定。
◯３Ｒ１Ｚ合同アクティビティについて
＊別紙参照。下記４件
①ゾーン親善チャリティゴルフ大会
②知的発達障がい者支援事業「ふれあいボウリング大会」
事業資金は上記チャリティゴルフ大会のチャリティ金を充てる。

③京都マラソン２０１４
④東日本大震災復興支援事業
今期３回の合同例会にて募金。合同初例会･合同ガバナ―公式訪問例会･合同新春例会
◯入会式の際、新入会員へ｢地区ガバナーＬ児玉 保次から歓迎の言葉｣について
＊ゾーン・チェアパーソン出席のもとガバナーの代読にて歓迎の言葉を新入会員に手渡す
こととする。
◯次回開催日時について
＊７月１８日(木) １８：００～ 於、｢岡あい｣ ＊各クラブアシスタント同席
ロ．京都葵ライオンズクラブとの合同例会開催日程について
・第１候補：２０１４年２月６日(木)
・第２候補：２０１４年５月第二例会日
＊４月の例会日も候補に入れ、再度日程調整。
［Ⅱ］審議事項
１）会員・会則委員会より
Ｌ吉川 哲朗
イ．新入会員（正会員）入会承認について（別紙）
・細野 裕基様：入会承認。
・入会式予定日：８月第一(１日(木))・納涼同伴懇親例会とする。
・｢地区ガバナーＬ児玉 保次から歓迎の言葉｣贈について
＊入会式にて、３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソンＬ神﨑 守より代読し新入会員に手渡し
して頂く。
＊Ｌ神﨑への当日出席依頼について事務局より確認中。
ロ．その他
＊賛助会員・L中村 舜は６月末日にて退会（前会員･会則委員会より）を確認。
２）計画委員会より
Ｌ岡本 喜久穂
イ．９月第一(５日(木)）・朝食例会について（別紙参照）
①タイムテーブル
＊別紙案の通り承認
②収支予算案
＊別紙案の通り承認
③献立その他
＊別紙の通り承認。
･その他
＊ＬＬ及び家族の参加も可能。但し、一人４，５００円の会費が必要
ロ．８月第一(１日(木)）・納涼同伴懇親例会確認事項
①集合・出発－京都国際ホテル正面玄関 １６：３０（エクシブのマイクロバス）
計画副委員長Ｌ石田が取り纏め誘導する。
＊登録１７時００分 例会１７時３０分～
＊出欠の変更は７月３０日までとする。
②テールツイスタータイム（ＴＴ・Ｌ植村一太郎）
＊ビンゴゲームを 開 催 。
賞品としてＬ松田がネクタイ３本・女性用シュシュ(髪括り)２個を寄贈
参加賞としてＬ植村からわらび餅を寄贈
上記（案）を承認。
③その他
＊返信の必要とする出欠の連絡は、期日中に必ずして頂くことの周知徹底を会長・幹
事よりお願いして頂きたい。
ハ．１０月第一(３日(木))・結成５４周年記念同伴例会 についての中間報告
＊札幌ライラックＬＣよりのお祝金は、雑収入として運営費に繰り入れ、ご招待の三役
の登録料は交歓費として支出後、登録料収入に充当する。→承認

＊札幌ライラックＬＣからの参加人数を早めに把握したい。
ニ．１２月第二(１５日(日)）・歳忘れ家族同伴例会について
①アトラクション
＊マジシャン起用、予算は概ね７万～８万円→承認
②ラッキーカード
＊役員賞は復活を希望、詳細は計画委員会にて決定後、理事会に上程する。→承 認
③その他
＊特になし
３）８月第二・３Ｒ１Ｚ合同ガバナー公式訪問例会（２９日(木)）懇談会出席者について
クラブより５名
＊クラブ三役と 二 副 （ 会 長 ･第一副長･第二副長･幹事･会計） の 五 名 と す る 。 → 承 認
４）東日本大震災復興支援アクティビティについて
イ．「千の音色でつなぐ絆・京都チャリティコンサート」後援（別紙） ＊再確認
・８月２２日(木) 開演１９：００ 於、京都府立府民ホール アルティ
・支援金は５万円～１０万円
（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
＊１０万円の寄贈→承認
ロ．東日本大震災「こころの灯火プロジェクト」（別紙）
 被災地での灯籠流し開催の支援事業
＊５０口(１口１，０００円)５万円の寄贈→承認
５）京都北ライオンズクラブ結成５０周年記念式典について ※１０月第二・振替え例会
［１０月２１日(月) 登録受付１６：００～ 記念式典１６：３０～１７：２０
記念講演１７：３０～１８：３０ 祝宴１８：４０～２０：４０
於、京都ブライトンホテル｢慶祥雲の間｣ 075-441-4411 登録料：１５，０００円］
・出席全メンバーの負担登録料について ＊会長・幹事ご招待
＊正会員は１１，０００円(＋例会食費４，０００円）、その他の会員は１５，０００円
６）札幌ライラックライオンズクラブ結成４９周年記念例会訪問について
＊８月２０日（火）１８：００開会
場所：札幌グランドホテル「玉葉の間」
登録料 Ｌ・ＬＬ￥１０，０００－
イ．三役出張旅費の承認（クラブ旅費規定による）
＊三役各旅費の半額負担を承認
ロ．ご招待お祝い金について ※三役招待（出席）
＊登録料に準じ、出席人数分３０，０００円とする。（交歓費）
ハ．札幌ライラックライオンズクラブメンバー並びに三役へのお土産品について
＊例年通りとする。（一般会員は一人１，０００円程度、三役は一人２，５００円まで）
＊品目については会長・幹事一任とする。→承認
ニ．当クラブメンバー出席予定者
＊三役含めＬ９名の出席予定。
７）メルビン・ジョーンズ・フェロー協力について（ＬＣＩＦ個人寄付）
＊ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ） ＄１，０００寄付
＊例会報告にてご協力のお願いを記載し、メンバー各位の任意とする。
ご協力者は事務局までご連絡いただきたい。
８）その他
＊継続事業「アイバンク愛の光基金管理会」の援助協力並びにＡＥＤの再講習希望の件に
ついては、後日健康委員会にて計り、次回理事会に上程することとする。
次回第５回定例理事会開催日
８月８日（木）１５：００～
場所、京都国際ホテル｢貴船の間｣
［Ⅲ］議事録確認

２０１３～
２０１３～２０１４年度
２０１４年度ガバナー
年度ガバナー公式訪問例会
ガバナー公式訪問例会
○３Ｒ１Ｚ合同ガバナー公式訪問例会は、８月２９日(木)（１２：３０～１４：００
於、グランドプリンスホテル京都 B2F「プリンスホール」)です。
懇談会（役員のみご出席）１０：１５～１２：１５ 1F「ロイヤルルーム」
＊懇談会ご出席者：（地 区)Ｌ西川(千) Ｌ石田
（クラブ)Ｌ西川(一) Ｌ松田 Ｌ元木 Ｌ岡村 Ｌ八木

前年度キャビネット
前年度キャビネット事務局
キャビネット事務局より
事務局より
○ 2012 ～ 2013 年度地区ガバナーＬ南 清右衛門より、任期満了御礼のご挨拶状を頂戴致しました。

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 ご席者
○日 時：８月２０日（火）１８：００開会
場 所：札幌グランドホテル 3F「玉葉の間」
登録料：￥１０，０００－
ご出席者：（招待)Ｌ西川(一) Ｌ岡村 Ｌ八木
（一般)Ｌ西川(千) Ｌ小堀 Ｌ三浦 Ｌ髙橋 Ｌ杉江 Ｌ梶谷

メルビン・
メルビン・ジョ－
ジョ－ンズ・
ンズ・フェロ－
フェロ－ご協力のお
協力のお願
のお願い
◯ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）に＄１，０００個人寄付(ＭＪＦ)のご協力をよろしく
お願い申しあげます。 ＊ご連絡は事務局までお願い致します。

L前例会出席率
前例会出席率

第１２８９回例会 ７月４日(木)
○メンバー ３４名 出席 ２５名 欠席 ０名 メークアップ ６名
終身会員 ２名(２名ご出席) 優待会員 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 77.8% ホームクラブ例会平均率 73.3%
・メークアップの方 Ｌ采野 Ｌ杉江 Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ三浦 Ｌ矢口
・終身会員２名 Ｌ川人(ご出席) 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松下 Ｌ平本(ご出席) Ｌ荒川(ご出席)

○第一例会・
第一例会・納涼同伴懇親例会
８月 １日(木) 京都国際ホテル正面玄関 集合・出発 １６：３０(エクシブのマイクロバス)
登 録 １７：００～ 於、エクシブ京都 八瀬離宮 B1F ｢クローチェ･間｣
例 会 １７：３０～１８：００
懇親会 １８：００～２０：００
京都国際ホテルへバス出発 ２０：３０
○第二例会・
第二例会・３Ｒ１Ｚ合同ガバナー
合同ガバナー公式訪問例会
ガバナー公式訪問例会
８月２９日(木) 登録 １１：４５
於、グランドプリンスホテル京都 B2F ｢プリンスホール｣
例会 １２：３０～１４：００
○３Ｒ１Ｚ合同ガバナー
合同ガバナー公式訪問懇談会
ガバナー公式訪問懇談会
８月２９日(木) １０：１５～１２：１５ 於、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 1F ｢ロイヤルルーム｣
＊出席者：Ｌ西川(千)・Ｌ石田・会長・第一副会長・第二副会長・幹事・会計
○第５回定例理事会
８月 ８日(木) １５：００ 於、京都国際ホテル「貴船の間」
○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
８月２０日（火）１８：００開会
於、札幌グランドホテル 3F「玉葉の間」
○第５８８回
５８８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いただきます。
８月２７日(火) １８：００開会
世話役：常任会長Ｌ西川(千) 幹事Ｌ近藤(宇治ＬＣ) Ｌ松田

