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絆を深め 全員参加で We Serve

第1294回 ９月第二例会（第５４期 追 悼 例 会）
2013.９．１９（木）in京都国際ホテル「 平安の間 」
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開会のゴング
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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
ご遺族のご紹介
会長ご挨拶
メルビン・ジョーンズ・フェロー賞伝達

Ｌ矢口雅彦

《 故Ｌ川勝 敏廣の
敏廣の追悼会 》
故Ｌ川勝 敏廣を偲んで黙祷
弔
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故Ｌ川勝 敏廣に捧げるスピーチ
献

花

謝
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Ｌ松田

太蔵

Ｌ三浦

正毅

川勝ゆかり様

食・献

杯－

Ｌ吉川

テールツイスター登場

哲朗

Ｌ植村一太郎

委員長・幹事及び同好会報告
ドネーション「愛のことば」発表
｢また会う日まで」斉唱
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閉会のゴング

次回例会

１０月３日（木）

会長

Ｌ西川

一彌

結成５４周年記念同伴懇親例会
於：京都国際ホテル 2F「二条の間」
登録：４時３０分～ 例
会：５時～
コンサート：５時３０分～６時２０分
懇 親 会：６時３０分～８時２０分

－ 故Ｌ川勝 敏廣 追悼会 －
〈ご遺族〉
川勝

ゆかり様（ご令室様）

川勝

政範様（ご子息様）

川勝

We Serve

さやか様（ご子息ご令室様）

メルビン・
メルビン・ジョ－
ジョ－ンズ・
ンズ・フェロ－
フェロ－賞 贈呈

○ＭＪＦ〔メルビン・ジョ－ンズ･フェロ－〕＄１，０００個人寄付
＊２０１３～２０１４年度個人寄付
ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）メルビン・ジョ－ンズ・フェロ－
Ｌ矢口 雅彦（１６回目) ＄１，０００（￥９８，０００－）
※ご協力ありがとうございました。

Serve 第１回街頭献血実施報告

We

○９月９日（月）９：００～１５：００
場所、京都市中央卸売市場 中央駐車場
受付数 ８８名 採血数 ７９名 不採血数 ９名
内訳 @400 ã× 79 名=31,600 ã 計 31,600 ã
※労力ＡＣＴ Ｌ７名×６時間
計 ４２時間
☆労力アクティビティ
労力アクティビティご
アクティビティご協力者
Ｌ元木 Ｌ梶谷 Ｌ杉江 Ｌ髙橋 Ｌ吉田 Ｌ岡本 Ｌ平本
☆採血ご
採血ご協力メンバー
協力メンバー Ｌ髙橋 Ｌ梶谷
★皆様のご協力に感謝申しあげます。（健康委員会）

献血実施報告
○９月７日（土）
場所、献血ルーム・四条
受付数 ９９名 採血数 ９１名 不適格数 ８名
内訳 @200 ã× 2 名=400 ã @400 ã× 41 名=16,400 ã

成分@600 ã× 48 名=28,800 ã

2013 ～ 2014 年度「
年度「ライオン誌
ライオン誌サポーター」
サポーター」ご就任
○当クラブよりご出向の 335-C 地区ＰＲ情報・ＩＴ委員長Ｌ石田 とし子は、地区ガバナーＬ児玉
保次のご推薦を受け、誌面の充実を図るための 2013 ～ 2014 年度ライオン誌サポーターにご就任
となりました。
ライオン誌日本語委員会委員長Ｌ茂尾 実、編集長Ｌ団 英男より委嘱状とライオン誌ピンを拝受、
地区ガバナーから伝達されました。

会

合

○９月 ６日 アイバンク愛の光基金管理会 常任理事会 於、住友信託銀行 京都支店
出席者 Ｌ岡本 Ｌ岡村
○９月 ６日 (地区)第１回新入会員オリエンテーション
出席者 Ｌ荒川
於、リーガロイヤルホテル京都｢ルボワ｣
○９月 ９日 アイバンク愛の光基金管理会 ８月分会計指導 於、管理会事務所
出席者 Ｌ岡本
○９月 ９日 ２Ｒ２Ｚ４クラブ合同ガバナー公式訪問随行(懇談会・例会)
出席者 (地区)Ｌ石田
於、ウェスティン都ホテル京都｢瑞穂の間｣

○９月１０日 アイバンク愛の光基金管理会 啓発委員会 於、ミーティングルーム
出席者 Ｌ岡本
○９月１０日 (地区)全クラブＰＲ･情報･ＩＴ委員長会議 於、リーガロイヤルホテル京都
出席者 (地区)Ｌ石田 (クラブ)Ｌ三浦
○９月１１日 １Ｒ１Ｚ５クラブ合同ガバナー公式訪問随行(懇談会・例会)
出席者 (地区)Ｌ石田
於、ウェスティン都ホテル京都
○９月１１日 ３Ｒ３Ｚ６クラブ合同ガバナー公式訪問随行(懇談会・例会)
出席者 (地区)Ｌ石田
於、リーガロイヤルホテル京都
○９月１２日 ２Ｒ３Ｚ４クラブ合同ガバナー公式訪問随行(懇談会・例会)
出席者 (地区)Ｌ石田
於、ホテル日航プリンセス京都
○９月１２日 第６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岡村 Ｌ八木 Ｌ植村 Ｌ徳田 Ｌ矢口 Ｌ太田 Ｌ杉江 Ｌ岡本 Ｌ髙橋
○９月１３日 １Ｒ３Ｚ６クラブ合同ガバナー公式訪問随行(懇談会・例会)
出席者 (地区)Ｌ石田
於、京都ホテルオークラ
○９月１７日 アイバンク愛の光基金管理会 理事会 於、京都産業会館
出席者 Ｌ岡本 Ｌ岡村
○９月１８日 ７Ｒ２Ｚ３クラブ合同ガバナー公式訪問随行(懇談会・例会) 於、料亭 やす井
出席者 (地区)Ｌ石田
○９月１８日 ７Ｒ２Ｚ３クラブ合同ガバナー公式訪問随行(懇談会・例会)
出席者 (地区)Ｌ石田
於、北ビワコホテルグラツィエ
広報委員会
９月１２日 編集 ９月１８日 校正

９月１２日
１２日(木) 於、京都国際ホテル
京都国際ホテル｢
ホテル｢貴船の
貴船の間｣＊下記何
｣＊下記何れも
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（５役と２副、前会長と副幹事の２名及び理事５名
の合計１４名）中８名の過半数出席にて 理事会の成立を宣言
ＴＴ．Ｌ植村一太郎

議事録作成人指名
議 題
○会長ごあいさつ
［Ⅰ］報 告 事 項
１）会長より
イ．札幌ライラックライオンズクラブ結成４９周年記念例会表敬訪問の報告
・京都平安 LC として当日例会に１０名の参加を頂きました。
ロ．３Ｒ１Ｚ第１回ガバナー諮問委員会報告［８月２７日(火)開催］（議事録別紙）
・議事録参照
ハ．胸札新規作成について（カタログ及び見積り別紙）※承認事項
・京都平安LC第１回結成例会からの第１３００回例会記念としてクラブの胸札を買換え、
費用はクラブ負担とする。
・胸札は、金属製ランチョンバッジ（見積書品番：0092）にて決定
・詳細は会長・幹事一任（会長方針）とする。
ニ．網野ライオンズクラブ表敬訪問お祝い並びに網野ＬＣの三役へのお土産、二役の旅費につ
いて
＊審議事項（ご案内別紙）
◯日時：１０月１７日（木）１８：３０～ 〈１０月第二・味覚例会〉
◯場所：坂本屋 瑠璃亭（Ｌ坂本 忠典） 網野町浜詰 266-23 5 0772-74-0029
◯二役（会長・幹事）･ＡＳＴ招待 ※一般参加可能（登録料：１０，０００円）
・例年通り、交歓費と旅費交通費より拠出承認
・会長・幹事は、当日例会にてドネーションを別途行う事とする。
２）幹事より
イ．８月３Ｒ１Ｚゾーン正副幹事会報告［８月２３日(金)開催］（議事録・添付資料(抜粋)別紙）

○３Ｒ１Ｚ合同初例会精算報告・３Ｒ１Ｚ東日本大震災復興支援事業報告
・合同初例会精算書を承認
・３Ｒ１Ｚ東日本大震災復興支援事業は７月２３日（木）の合同初例会で合同募金活動を
し、募金合計金額が７８，８１０円と報告。
○３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会
〈１１月１７日（日） 於、瀬田ゴルフコース 東コース スタート：OUT・IN ７：５３
登録料７，０００円(懇親会費・チャリティ金含）
１８：３０～ ANAクラウンプラザホテル京都「嵯峨の間」に於いて表彰式・懇親会〉
（京都平安ＬＣは賞品委員会担当）
＊審議事項
◯個人表彰の賞品提供について（各クラブより５，０００円程度２品以上）
・今回は、会長・幹事が各１品・５，０００円の賞品２個を寄贈する。
・９月１９日付参加予定者はＬ松田、Ｌ太田、Ｌ梶谷、Ｌ吉本、Ｌ西川とＬ岡村ですが、
現在参加者を募集中のため、ご協力頂ける方は至急事務局へお知らせ願います。
○その他（キャビネットより）
◯次世代リーダー育成セミナー受講者(１期生)推薦について ＊ゾーンより１名
・１期生は京都橘ＬＣより選出する事とする。
（参考）今回、条件・資格等にて京都平安ＬＣ、京都北ＬＣ、京都洛北ＬＣ、京都洛央
ＬＣは立候補を辞退。詳細議事録参照。
◯ Lions Quest「思春期のライフスキル教育」プログラム “ ワークショップ ” 協力の件
・別紙参照、
・キャビネットから、１Ｒ～４Ｒの京都市内のクラブにおいては同プログラムの協力が
芳しくない為、一層の協力を望むとの事。
ロ．３Ｒ１Ｚ合同アクティビティ
◯京都マラソン２０１４ボランティア協力について〈２０１４年２月１６日（日）〉（別紙）
＊協力者１０名(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ Ｌ岡村)
・本日決定のご協力者：Ｌ西川(一）Ｌ岡村 Ｌ八木 Ｌ徳田 Ｌ太田 Ｌ髙橋 Ｌ杉江
・次回例会（９月第２例会）報告に記載し、新入会員の方々にもお願いする。
ハ．札幌ライラックライオンズクラブ結成４９周年記念例会表敬訪問 交歓費・旅費交通費明細
報告（別紙）※承認事項
・承認
［Ⅱ］審議事項
１）会計より
Ｌ八木 廣和
イ．８月分収支会計決算承認の件（別紙）
・承認
ロ．その他
・電話料金見直しのため、ウィルコム導入により電話料金削減可能かどうかＬ杉江に一任
し、次回理事会にてＬ杉江より報告後検討する事とする。
２）計画委員会より
Ｌ岡本喜久穂
イ．９月第一・朝食例会〈５日(木)〉収支決算承認の件（別紙）
・承認
ロ．１０月第一・結成５４周年記念同伴懇親例会〈３日(木)〉について
①タイムテーブルとアルパコンサート＆トークショーについて（別紙）
・承認（ＴＴタイムは懇親会で行う。）
②京都国際ホテルメニューと見積りについて（別紙）
・承認
③収支予算案承認の件（別紙）
・承認
④その他

３）市民社会委員会より
Ｌ髙橋 久永
イ．京都府立植物園『平安の郷』野外こども文庫｢きのこの家｣関連アクティビティについて
＊再審議
◯寄贈品：収納図書及びテーブル・ベンチの修復若しくは新設置
・新しいテーブル・ベンチを寄贈予定。
・１０月理事会にカタログ及び見積りを提議する。→承認
◯拠出金額：収納図書は例年通りとする。→承認
◯目録贈呈日：１１月第一・清掃・整備例会〈７日(木)〉
・委員長がアジアフォーラム参加のため、替わって副委員長Ｌ采野が執り行う事とする。
４）結成５４周年札幌ライラックライオンズクラブ歓迎について
＊ご来京予定者：６名（１名ＬＬ吉田を含む）
（招待）会長 Ｌ福岡 勇 幹事 Ｌ吉田 肇 会計 Ｌ川人 誠司
（一般）会員理事 Ｌ末神 裕昭 副会計 Ｌ米重 武志 ＬＬ吉田 悦子
イ．ウェルカム粗品（宿泊先各部屋に贈）並びに記念品(お土産)（例会時に贈）について
◯ウェルカム粗品：１部屋に１，０００円程度
◯記念品(お土産)：１，５００円～２，０００円程度
・上記予算で交歓費より拠出、品目は会長・幹事一任 →承認
ロ．結成記念例会当日の二次会開催について
◯日時：１０月３日（木） 記念例会終了後
◯場所：アプレ・ミディ（Ｌ平本経営) 東山区祇園町北側 347-180 075-531-5157
◯当日会費：５，０００円（Ｌ・ＬＬ共）＊１０月第一例会にて徴収する。 →承認
・上記開催要項を承認
・二次会参加者を募る。両クラブの親睦のため、出来る限り参加をお願いしたい。
ハ．ご来賓関係の迎接について
・歴代会長にお願いする。→承認
５）第１，３００回記念例会特別企画について(12/15(日)１２月第二・歳忘れ家族同伴懇親例会）
・１３００回の記念品として、クラブ負担にて現在の京都平安LC胸札を新しく作り替える。
・別途、何か新企画を１０月理事会に提出したい。
６）９月第二・追悼例会〈１９日 (木)〉式次第と時間延長について（別紙）
・別紙の通り一部修正の上承認
７）地区キャビネットよりの要請並びに連絡事項
イ．２０１４～２０１５年度第２副地区ガバナー有資格者立候補有無について（別紙）
◯当クラブの有資格者－Ｌ小山芳樹・Ｌ矢口雅彦・Ｌ吉川哲朗
・会長より各有資格者に確認し、１０月２５日(締切日：１０月３１日)までにキャビネ
ット に報告する事とする。
ロ．第５２回ＯＳＥＡＬ(東洋･東南アジア)フォーラム シンガポール大会参加について（別添）
期間：１１月７日(木)～１０日(日)
開催地：シンガポール
◯フォーラム登録料：１２，０００円 大会本部ホテル：MARIA BAY SANS(ﾏﾘｰﾅ･ﾍﾞｲ･ｻﾝｽﾞ)
◯登録・開会式：８日(金) 於、SANDS EXPO & CONVENTION CENTRE
（サンズエクスポ＆コンベンションセンター）
◯３３５－Ｃ地区ガバナー晩餐会：８日(金) １９：３０～２１：３０ 登録料：13,000 円
場所：コンラッド センテニアル シンガポール Two Temasek Boulevard Singapore,038982
◯閉会式：１０日(日) 於、SANDS EXPO & CONVENTION CENTRE
・参加登録確認者：３名（Ｌ石田とし子
Ｌ小堀 進 Ｌ髙橋 久永）
（参考）締切期日：９月１８日（水）
８）京都乙訓ライオンズクラブＣＮ５０周年記念式典お祝いについて ＊二役ご出席
［１０月１５日(火) 開会１７：００ 於、リーガロイヤルﾎﾃﾙ京都 登録料１５，０００円］
・会長・幹事の二役は出席する事とし、二役登録料は交歓費より拠出を 承認。

９）京都ときわライオンズクラブ結成２０周年記念式典お祝いについて ＊二役ご出席
［１１月３０日(土) 開会１５：４５ 於、京都ブライトンホテル 登録料 １５，０００円］
・会長・幹事の二役は出席する事とし、二役登録料は交歓費より拠出を承認。
10）その他
・平安のホームページは L 木下豊に依頼済み。１０月より再発信予定。
尚、予算は L 木下と相談し検討中。
・ＬＬのお誕生日お祝い品（ピルケース）は１０月頃より従来の長方形型より丸型に変更(金
額は同額）する事を承認。
＊次回第７回定例理事会開催日
１０月１１日（金）１５：００～１７：００
場所、京都国際ホテル「貴船の間」
［Ⅲ］議事録確認

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｣
○去る９月９日(月)、城陽カントリー倶楽部にて開催の５０周年の記念ゴルフ大会に当クラブより
下記の方々がご出席になりました。
ご出席者：Ｌ吉本 Ｌ西川(一) Ｌ岡村

第７回３Ｒ１Ｚゴルフコンペ
○９月１８日(水) 於、信楽カントリークラブ 田代コース
ご出席者：Ｌ吉本

京都ニューセンチュリーライ
京都ニューセンチュリーライオンズクラブ｢
オンズクラブ｢第６回チャリティゴルフ大会
チャリティゴルフ大会｣
大会｣ご出席者
○来る１０月１８日(金)、瑞穂ゴルフ倶楽部にて開催のがん制圧運動、視覚障がい者支援の第６回
チャリティゴルフ大会に当クラブより次の方々がご出席になります。
ご出席者：Ｌ吉本 Ｌ木下 Ｌ細野
＊３Ｒ１Ｚ第８回ゴルフコンペと併催

キャビネット関連行事
キャビネット関連行事(
関連行事(アクティビティ)
アクティビティ)ご参加のお
参加のお願
のお願い
○平成２５
平成２５年度
２５年度「
年度「みんなの力
みんなの力で暴力・
暴力・違法銃器追放」
違法銃器追放」京都府民大会 ＊詳細別紙
＊１０月２日（水） １３：２０～１６：００ ＊参加料無料
＊場所：京都テルサ「テルサホール」南区新町通九条下ル
○ 2013 ～ 2014 年度地区環境保全委員会「
年度地区環境保全委員会「サントリー見学会
サントリー見学会（
見学会（京都ビール
京都ビール工場
ビール工場・
工場・山崎蒸留所)
山崎蒸留所)」
＊１１月２日（土） ９：００～１６：００（８：３０八条口団体バスのりば集合）
＊参加料無料：￥５，０００－（貸切バス費用・昼食代含む）
◎上記各２件、ご出席いただける方は至急事務局までご連絡をお願い致します。

網野ライ
網野ライオンズクラブ１０
オンズクラブ１０月第二例会
１０月第二例会ご
月第二例会ご案内
○網野ライオンズクラブは、毎年恒例の秋の味覚例会を下記の通り開催されます。
◎ご出席のお申し込みは、成る可くお早くお願い致します。（ご宿泊・日帰り）
・日 時：１０月１７日（木） 例会１８：３０～ 懇親会１９：００～
・場 所：坂本屋 瑠璃亭（Ｌ坂本 忠典） 網野町浜詰 266-23 5 0772-74-0029
・登録料：￥１０，０００－（Ｌ・ＬＬ共）
〈ご宿泊される場合、詳細は改めて連絡させていただきます。〉
参
○ご招待のＬ西川(一)、Ｌ岡村とＬＬ西川(一)はご出席(ご宿泊)になります。

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との
ライラックライオンズクラブとの二次会
との二次会
○当クラブの結成５４周年記念例会にあわせご来京になられる、札幌ライラックライオンズクラブ
様との歓迎二次会を下記の通り開催いたします。
＊ご出席いただける方は事務局までご連絡をお願い申しあげます。（０７５－２２１－１３３３）
お申し込みはお早めに
☆二次会 日時：１０月３日(木) 記念例会終了後
場所：「アプレ・ミディ」（Ｌ平本 貴子経営店）5 075-531-5157
参加者会費：Ｌ･ＬＬ共￥５，０００－

｢京都マラソン
京都マラソン 2014 ｣３Ｒ１Ｚ合同労力ｱｸﾃｨﾋ
合同労力ｱｸﾃｨﾋﾞ
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨご
ﾃｨご出席のお
出席のお願
のお願い
○来る２０１４年２月１６日（日）、京都市主催の第３回目のフルマラソン「京都マラソン
京都マラソン 2014」
が東日本大震災復興支援－息の長い支援を京都から－と DO YOU KYOTO ？マラソン－環境先進
都市・京都にふさわしい大会－をメインコンセプトのもと開催されます。
２００９年に終了の京都シティハーフマラソンに引き続き、フルマラソンとなりました２年前よ
り、３Ｒ１Ｚ合同アクティビティとして協力しております。
長時間のボランティアではございますが、皆さまのご参加をよろしくお願い申しあげます。
〈予定〉８：５５ 西京極総合運動公園スタート（約 16,000 名）制限時間：６時間
◎配置(活動)場所：金閣寺ブロック（予定）
活動時間：７：３０～１３：００の時間帯（予定）
＊配置場所、集合時間・場所等の詳細は後日連絡させていただきます。
〈9/18 現在のご協力予定者〉Ｌ岡村(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ) Ｌ西川(一）Ｌ八木 Ｌ徳田 Ｌ太田 Ｌ髙橋
Ｌ杉江 Ｌ梶谷 Ｌ吉川 Ｌ小山 Ｌ三浦

L前例会出席率
前例会出席率

第１２９３回例会 ９月５日(木)
○メンバー ３４名 出席 １９名 欠席 ０名 メークアップ １１名
終身会員 ２名 優待会員 １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 60.7% ホームクラブ例会平均率 61.3%
・メークアップの方 Ｌ采野 Ｌ木下 Ｌ小堀 Ｌ小山 Ｌ髙橋 Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ細野 Ｌ松田
Ｌ八木 Ｌ吉本
・終身会員２名 Ｌ川人 Ｌ西川(千)
・優待会員１名 Ｌ川合
・賛助会員３名 Ｌ松下(ご出席) Ｌ平本(ご出席) Ｌ荒川

○第一例会・
第一例会・結成５４
結成５４周年記念同伴懇親例会
５４周年記念同伴懇親例会
１０月 ３日(木) 登
録
１６：３０ 於、京都国際ホテル「二条の間」
記念例会
１７：００～
記念コンサート １７：３０～１８：２０ ♪ アルパのささやき ♪
『アルパ演奏＆トーク』 丸田 恵都子様
懇 親 会
１８：３０～２０：２０
○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歓迎
ライラックライオンズクラブ歓迎「
歓迎「例会二次会」
例会二次会」
１０月 ３日(木) 記念例会終了後 於、「アプレ・ミディ」 会費￥５，０００－
○第二例会・
第二例会・京都北ライオンズクラブ
京都北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
１０月２１日(月) 登
録 １６：００ 於、京都ブライトンホテル１Ｆ｢慶祥雲の間｣
記念式典 １６：３０～１７：２０
記念講演 １７：３０～１８：３０
祝
宴 １８：４０～２０：４０
○第７回定例理事会
１０月１１日(金) １５：００ 於、京都国際ホテル「貴船の間」
○第５９０回
５９０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。
１０月２２日(火) １８：００ 場所未定
世話役：常任会長Ｌ西川(千) 常任幹事Ｌ近藤（宇治 LC)･Ｌ松田

