54京都平安ライオンズクラブ
絆を深め 全員参加で We Serve
第1297回 １１月第一例会（第５４期京都府立植物園『平安の郷』野外こども文庫「きのこの家」清掃・整備例会）
2013.１１．７（木）in京都府立植物園

９：４５

京都府立植物園 南門前

１０：００～
例

アクティビティ

集合

『平安の郷』野外こども文庫「きのこの家」及びその周辺の清掃・整備

会（植物園会館 研修室）

11:00

開会のゴング
ご来賓のご紹介

会長
京都府立植物園 第１１代目園長

長澤

京都府立植物園

園長

演 題 「 植物園について 」
お誕生日・ご結婚記念日のお祝い
テールツイスター登場

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
閉会のゴング

会長

Ｌ西川

一彌

自由解散

迎接・誘導担当／市民社会委員会
次回例会

Ｌ西川

一彌

『平安の郷』野外こども文庫｢きのこの家｣テーブル・ベンチ（６組）整備・新設

ご挨拶並びにスピーチ

12:00

一彌

淳一 様

会長ご挨拶
目録贈呈

Ｌ西川

１１月２１日（木）

通 常 例 会

登録：１１時３０分～

於：京都国際ホテル 2F「平安の間」
例会：１２時１５分～１３時３０分（予定）

長澤

淳一 様

－ ご 来 賓 ご 紹 介 －
 京都府立植物園

園 長

長澤

淳一 様

スピーチ 演 題 『 植物園について 』
〈略

歴〉

１９７９年
１９８０年
１９８７年
１９９１年
２００８年
２０１０年

千葉大学園芸学部園芸学科卒業
京都府丹後農業研究所勤務
京都府山城園芸研究所花卉分室勤務
京都府立植物園勤務
京都府農業総合研究所勤務
京都府立植物園勤務、現在に至る

 目録贈呈分アクティビティ
目録贈呈分アクティビティ
○京都府立植物園『平安の郷』野外こども文庫「きのこの家」テーブル・ベンチ(６組セット)を
整備・新設のため寄贈（市民社会委員会）

We

１９日
２８日

Ｌ榎
Ｌ植

１６日
１８日
２９日
２９日

ＬＬ松
ＬＬ三
Ｍｒ石
ＬＬ荒

３日
６日
７日
１１日
１８日
２２日

Ｌ荒
Ｌ梶
Ｌ石
Ｌ植
Ｌ榎
Ｌ小

村
田
浦
田
川
川
谷
田
村
堀

哲 朗
一太郎
陽 子
美代子
幸 次
友佳子
昌

浩・友佳子 ご夫妻
誠・仁 美
〃
とし子・幸 次
〃
一太郎・初 枝
〃
哲 朗・久 榮
〃
進・まり子
〃

Serve アクティビティ

○「３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会」クラブ拠出金 ￥１０，０００－
○きょうと薬物乱用防止行動府民会議総会平成 25 年度麻薬･覚せい剤乱用防止運動京都大会に参加
１０月２７日（日） 於、京都産業会館 ８ F シルクホール
※労力ＡＣＴ Ｌ２名×２時間
計 ４時間
☆ご出席者：（地区)Ｌ石田 （クラブ)Ｌ吉川

献血実施報告
○１１月２日（土）
場所、献血ルーム・四条
受付数 １００名 採血数 ８８名 不採血数 １２名
内訳 @200 ã× 2 名=400 ã @400 ã× 35 名=14,000 ã

成分@600 ã× 51 名=30,600 ã

栄誉
○Ｌ三浦 正毅は、此の度２０１３年１１月３日付け政府発表の秋の叙勲「旭日小綬章」を受章され
ました。
晴れの栄誉、誠におめでとうございます。
今後益々のご活躍を心より祈念申しあげます。

ご寄贈いただきました
寄贈いただきました
○Ｌ西川 一彌、Ｌ岡村 健より、１１月１７日(日)に開催の３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会
での個人賞の賞品用として各￥５，０００－ご寄附いただきました。
ご協力ありがとうございました。

 １１月ライオンズレート
会

１＄ ９８円

合

○１０月２２日 京都華頂ライオンズクラブ バザー例会 於、ホテル日航プリンセス京都
出席者 Ｌ岡本
○１０月２３日 市民社会委員会 於、京都国際ホテル「ロビー」
出席者 Ｌ髙橋 Ｌ細野 Ｌ西川(一) Ｌ矢口 Ｌ岡村
(委任状)Ｌ采野 Ｌ吉本 Ｌ石田 Ｌ木下
○１０月２３日 第７回「八嶌会」 於、京都ホテルオークラ「アポロン」
出席者 (元地区)Ｌ岡村
○１０月２５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
○１０月２５日 １０月３Ｒ１Ｚ正副幹事会 於、田ごと 本店
出席者 Ｌ岡村 Ｌ梶谷
○１０月２６日 京都洛中ライオンズクラブ第３１回アイヘルス・糖尿病予防キャンペーン開会式
出席者 (地区)Ｌ石田
於、ゼスト御池 河原町広場
○１０月２６日 京都むらさきライオンズクラブチャーターナイト１０年記念事業「東日本大震災復
興チャリティ講演会」 於、池坊学園「こころホール」
出席者 (地区)Ｌ石田
○１０月３０日 (地区）第２６回国際平和ポスターコンテスト審査会
出席者（地区)Ｌ石田
於、リーガロイヤルホテル京都｢ルシィーヌ｣
○１１月 ２日 (地区)2013 ～ 2014 年度地区環境保全委員会「サントリー見学会」
出席者 (地区)Ｌ石田
於、サントリー京都ビール工場・サントリー山崎蒸留所
○１１月 ５日 (地区）第６回地区ＰＲ情報・ＩＴ委員会 会議
出席者（地区)Ｌ石田
於、キャビネット事務局 会議室
広報委員会
１０月２９日 編集 １１月６日 校正
We

Serve 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

○３Ｒ１Ｚ京都北ライオンズクラブは、１０月２１日(月)に結成５０周年記念式典･祝宴を京都ブラ
イトンホテルにて挙行されました。
尚、当クラブからは振替え例会として下記の方々がご出席でした。
〈来 賓〉(地区) Ｌ西川(千) Ｌ石田
(クラブ招待) Ｌ西川(一)
〈クラブ〉Ｌ植村 Ｌ太田 Ｌ岡村 Ｌ岡本 Ｌ梶谷 Ｌ吉川 Ｌ小堀 Ｌ小山 Ｌ杉江 Ｌ髙橋 Ｌ徳田
Ｌ細野 Ｌ松田 Ｌ三浦 Ｌ元木 Ｌ八木 Ｌ矢口 Ｌ吉田 Ast 磯貝 （登録のみ）Ｌ采野 Ｌ榎

表千家お
表千家お初釜のごあんない
初釜のごあんない
○日 時
平成２６年１月１１日(土) 午後４時
場 所
「 不審庵 」 上京区小川通寺之内上ル
ご挨拶料 ４０，０００円
※メンバー、ご家族様のお申し込みは１２月６日(金)迄にお願い申しあげます。

｢キラリと
キラリと光る女性クラブ
女性クラブ｣
クラブ｣の例会訪問ご
例会訪問ご出席の
出席の再度お
再度お願い
○ＭＤ３３５発行の｢カルチャーカード｣をご活用頂き、ご出席の程よろしくお願い申しあげます。
お申し込みはお早めに事務局までお願いいたします。
 京都チェリーライオンズクラブ（２Ｒ４Ｚ）
＊日 時：１２月４日（水）１４：００～１５：１５ ♢ 申込み締切り：１１月２７日（水）
場 所：京都ホテルオークラ１７階「アポロン」 登録料：２，８００円
内 容：講演「和食の世界無形文化遺産登録に関して」講師 栗栖 正博様
＊日 時：１２月１８日（水）１１：００～１３：１５ ♢ 申込み締切り：１２月４日（水）
場 所：京都ホテルオークラ３階「曲水の間」 登録料：７，０００円（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ交換代を含む）
内 容：音楽観賞と楽しいランチ・オークション
※当クラブご登録者(11/6 現在）：Ｌ岡本
 京都薫風ライオンズクラブ（３Ｒ２Ｚ）
＊日 時：１２月５日（木）１４：００～１５：１５ ♢ 申込み締切り：１１月２２日（金）
場 所：京都ロイヤルホテル＆スパ２Ｆ 登録料：２，０００円 内容：「手話講習」
 京都むらさきライオンズクラブ（４Ｒ１Ｚ）
＊日 時：１２月２１日（土）１８：００～２１：００ ♢ 申込み締切り：１２月３日（火）

場 所：リーガロイヤルホテル京都 「紅葉の間」 登録料：１０，０００円
内 容：クリスマス例会
※当クラブご登録者(11/6 現在）：Ｌ西川(一) Ｌ岡村 Ｌ岡本
＊日 時：１月１１日（土）15:00 ～呈茶・15:45 ～例会 ♢ 申込み締切り：１２月２０日（金）
場 所：リーガロイヤルホテル京都「シャルムの間」 登録料：３，０００円
内 容：新春お茶会

第５９０回
５９０回サッポロ古都会
サッポロ古都会
○１０月２２日(火) 於、嵐山
「碧川閣」 ３９名参加
世話役：常任会長Ｌ西川(千) 常任幹事Ｌ近藤（宇治 LC)･Ｌ松田
 次回開催：１１月２６日(火) １８：００ 於、京都ブライトンホテル
世話役：常任会長Ｌ西川(千) 常任幹事Ｌ近藤（宇治 LC)･Ｌ松田

当日会費 ¥8,000-

うづき会
うづき会
○１０月２２日(火) 於､京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース
優 勝 山田 喜一郎様
 次回開催：１２月９日(月) ９：０４スタート 於､京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース

L前例会出席率
前例会出席率

第１２９６回例会 １０月２１日(月)
○メンバー ３４名 出席 ２１名 欠席 ０名 メークアップ ８名
終身会員 ２名(１名ご出席) 優待会員 １名 賛助会員 ３名
平均率 100% ホームクラブ例会出席率 71.4% ホームクラブ例会平均率 74.2%
・メークアップの方 Ｌ采野 Ｌ榎 Ｌ木下 Ｌ木村 Ｌ橋本 Ｌ馬場 Ｌ平松 Ｌ吉本
・終身会員２名 Ｌ川人 Ｌ西川(千)(ご出席)
・優待会員１名 Ｌ川合
・賛助会員３名 Ｌ松下 Ｌ平本 Ｌ荒川

