
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

2020 年 11 月 11 日（水）、11 月第一例会は清掃

例会として宝ヶ池公園友愛の広場を中心に清掃

を行った。 

少し雨のパラつく天気だったが、なんとか止ん

でくれた中で、集合時間の 11 時より早くそれぞ

れ竹箒や熊手、ちり取りを手に落ち葉清掃だけ

ではなく雑草抜きが始まった。懸命に掃除をさ

れるので会長の挨拶をする事もできないまま、

広い範囲の場所を清掃し、木の養分になるとの

事で、落ち葉は林の中へ、その他ゴミ袋 10 袋、

古タイヤ 1 本を回収した。約 40 分にわたって清

掃が行われ、最後に全員集合して写真を写した。 

昼食は、ＡＮＡクラウンプラザホテルへそれぞ

れ移動する。昼食から例会に出席されるメンバ

ーも揃い、ここで会長挨拶が行われた。副幹事

Ｌ加藤太一が初の司会をされた。 

11 月の誕生日、結婚記念日、入会記念日がＬ石

川より発表された。昼食にはめずらしいロース

トビーフ丼が振る舞われ、閉会のゴングで解散

した。 

 記 Ｌ加藤 二郎 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 11 月お誕生日おめでとうございます  

 

11 月 22 日Ｌ小島 良道 

11 月 25 日Ｌ大橋 正知 

________________________________________ 

11 月 21 日 LL 永田 勝子 

 

 11 月ご結婚記念日お慶び申し上げます  

 

11 月 13 日 Ｌ為国 富子 

 

 入会記念日です。よろしく  

 

11 月 9 日 Ｌ民谷  渉（ 3 年） 

11 月 22 日 Ｌ加藤 二郎（45 年） 

11 月 25 日 Ｌ永田 雄三（42 年） 

 

※お詫び 

 前回の会報誌にＬ小島良道のお誕生日が抜け

ていました。大変申し訳ございませんでした。

ここに再掲載をさせていただきます。 

 

第 1370回 11月第一例会報告 



 ドネーション  

 

合 計      ￥   32,000－ 

累 計      ￥    524,000－ 

 

 

Ｌ古川 耕一 ￥10,000- 宝ヶ池清掃のアクト、

お疲れ様でした。 

Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- 早朝清掃例会ご苦労

様でした。 

Ｌ大橋 正知 ￥10,000- 宝ヶ池で久し振りの

冷や汗をかきました。 

Ｌ加藤 太一 ￥ 2,000- やっと来られました。

すみません。 

 

 3R1Z 親善チャリティゴルフ大会  

 

11 月 17 日（火）、我がクラブメンバーＬ沖潮の

経営するローズゴルフクラブにて、3R1Z 親善チ

ャリティゴルフ大会が開催されました。 

当日は、秋晴れの中、我がクラブから 14 名、4

クラブ合わせて 46名が参加し親睦を深めました。 

個人成績では、Ｌ石川が 4 位、Ｌ古川が 6 位、

Ｌ川島が 10 位と好成績をおさめられましたが、

団体戦は僅差で第 3 位となりました。ご参加い

ただきました皆様お疲れ様でした。 

 

 
 

団体戦結果報告 

第１位 京都平安ＬＣ 179.0 ポイント 

第 2 位 京都橘ＬＣ  184.2 ポイント 

第 3 位 京都北ＬＣ  185.0 ポイント 

第 4 位 京都洛北ＬＣ 203.6 ポイント 

 

3R1Z 合同アクティビティ資金獲得報告 

Ｌ秋江より御祝金  20,000 円 

ペナルティボックス 62,410 円 

ドネーション 

Ｌ長艸 敏明 ￥10,000- 今日は楽しくゴルフ出

来ました。 

Ｌ沖潮 吉績 ￥10,000-  

Ｌ宮崎 健次 ￥ 5,000- 15 位入賞有難うござい

ます。 

Ｌ川島健太郎 ￥ 5,000- 入賞ありがとう。 

Ｌ瀧川 太郎 ￥ 5,000- 今日はチーム戦に貢献

できなくてすみませんでした。 

※他クラブドネーションは後日集計予定 

 

11 月 18 日現在 107,410 円 

 

記 Ｌ加藤 太一 

 

 11 月定例理事会報告  

 

日時 11 月 11 日（水）13：15～15:00 

場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル 

 嵯峨の間 

出席者 Ｌ古川、Ｌ石川、Ｌ長艸、Ｌ民谷、

Ｌ中川、Ｌ谷口、Ｌ加藤二、Ｌ加藤太、 

Ｌ髙橋、Ｌ秋江 

欠席者 Ｌ滝川、Ｌ小島、Ｌ髙田、Ｌ伊藤、

Ｌ沖潮、Ｌ佐々木 

議長 Ｌ古川 

議事録作成者 荒木 

1．10月定例理事会議事録の確認 

   別紙にて確認 

2．10月月次決算          会計 

   別紙にて確認、承認 

3.10月第二例会収支報告      計画 

   別紙にて確認、承認 

4．11月第二例会       ＰＲ委員会 

 日時 11月25日（水） 12:30～ 

 場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

 内容 アイバンク例会 

    アイバンク愛の光基金 常任理事

 京都洛北ＬＣ Ｌ川久保にご講演

 を依頼。スクリーン、ホワイトボ 

ードを準備。謝金に代わり、支援 金

として30,000円をアイバンク愛 の

光基金へ寄付。  確認 

5．12月第一例会       事業委員会 

 日時 12月9日（水） 12:30～ 

 場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

 内容 スペシャルオリンピックス日本・京

都の講演を検討 

    Ｌ谷口より、スペシャルオリンピッ

クスの小西様へ連絡をし、企画をお

願いすることとなった。3万円の支

援金を謝金とする。 承認 



6．12月第二例会（忘年家族例会）    

      幹事・計画委員長 

 日時 12月23日（水） 18:00～ 

 場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

 内容 （予算書別紙） 

ピアノ演奏会を予定 

ゲスト東 みどり様プロフィール 

    京都市出身、ジャズ理論、演奏法、

アレンジ法をアメリカ・ボストンの

バークリー音楽院にて学ぶ。 

    ジャズ、シャンソン、クラシックナ

ンバーをアレンジし、独自のスタイ

ルで表現するピアニストである。現

在は関西を中心に、イベント、ライ

ブ活動中。 

    謝金として3万円を予定。 

 登録料 Ｌ10,000円  ＬＬ 7,000円   

 メンバーお土産について 

     予算3,000円 

今年は、同伴例会とし、即売会は行わないこ

とを決定。   承認 

7．1月第一例会（3R1Z合同新春例会） 

           幹事・ＬＴ・ＴＴ 

 日時 2021年1月13日（水） 

12:15～ 修祓の儀   

12:30～ 例会 

 場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都  

2F平安の間 

 内容 当番 京都北ＬＣ 

    修祓の儀について  

Ｌ佐々木へ依頼 初穂料30,000円 

（３Ｒ１Ｚで分担） 

    記念公演について 

    京舞 篠塚流 立ち方2名、地方2名

家元 篠塚梅扇先生（監修）計5名 

    謝金10万円（３Ｒ１Ｚで分担） 

    お車代（実 費）、昼食の仕出し代

（１名3000円）は北ＬＣ負担となる 

    歳ライオン記念品について  

ボールペン 予算2,000円  

Ｌ加藤二へ発注 

    ＴＴタイムについてはＬ中川、Ｌ長

艸に一任 

※ 京舞用の舞台設営の手配についてはＬ

古川に一任  上記承認継続 

8．1月第二例会       総務委員会 

 日時 1月27日（水） 12:30～ 

 場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

 内容 次回以降の理事会にて報告予定 

    継続 

 

 

9．ゾーン・チェアパーソンより100ドル献金

ご協力のお願い         Ｌ秋江 

 Ｌ秋江より、ＺＣとしてゾーンのクラブへ

100ドル献金の達成のお願いをするにあたり、

当クラブ理事会へもＬＣＩＦの必要性の説

明があった。当クラブで今期100ドル献金を

行うことが承認され、会計Ｌ中川より、毎年

期末に食費の余剰金を一般会計に組み入れ

ているので、それらを事業費に振り替え100

ドル献金の財源とする提案があり、承認され

た。 

一般会計（運営費）より50万円を事業費に振

り替え、100ドル×25名のＬＣＩＦ献金を行

うことを承認。 

10．3R1Z親善チャリティゴルフ大会について

（確認）      

      副幹事 

 日時 11月17日（火） 

 場所 ローズゴルフクラブ  

※１２組エントリー 

（Ｌ石川手配済み） 

    〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町 

長野1532-2   

Tel 0748-83-0031 / Fax 0748-83-1048 

 集合場所・時間 アルパカ柵前 ／8:00 

＊集合写真撮影 ※役員集合7：15 

スタート時間 アウト・イン  8:28 

 同時スタート 

 プレーフィ 8,000円〈昼食補助1,000円、

ワンドリンク付・税込〉現地個人支払い 

 ※セルフプレー（キャディの帯同なし） 

 登録料 2,000円（チャリティ金1,000円参

加賞1,000円） 

競技方法 フロント９ホールでのダブル 

ペリア方式(プレーは18ホール) 

      前半9ホールで集計し団体、個

人の順位を確定する。 

※同ネットの場合 ①年齢順②ハンディキャ

ップ順とする。 

○団体競技とする。  

同ネットの場合は高年齢順とする。 

 上位５名の合計ネットで決定する。 

○団体優勝、準優勝、３位 

(持ち回りカップ) 

○個人賞 各クラブからの賞品提供により

決定。 

○参加賞  全員 

連絡事項  競技終了後、成績表をフロント

付近特別スペースにて配布・掲示しておき

ますので、個人で確認して賞品をお受け取

りいただき解散とします。表彰式・懇親会

は行いません。参加賞もこの時にお渡しし



ますので成績にかかわらず必ずフロント

付近特別スペースにお立ち寄りください。 

＊個人賞を受賞された方は、ドネーションを

お願いします。又ショートホール４ホール

にてワンオンされなかった方は各ホール

￥５００円をペナルティボックスまでお

願いします。 

当クラブより14名参加予定 

クラブ分担金10，000円、賞品5,000円相当

を2点準備うどんセット：Ｌ石川へ依頼 

Ｌ秋江・・・お祝い金20，000円、5，000

円程度の賞品2点   確認 

11．駅伝参加記念品トートバッグの件 

               幹事 

 機械刺繍のみが施されている180枚につい

ては、来期へ持ち越す手刺繍済みの671枚

については、せいらん福祉会にて縫製予定 

 現在、600枚がせいらん福祉会で縫製中 

    71枚が白百合会で手刺繍中           

今期縫製予定枚数 671枚 

 国際平和ポスターコンテストの参加賞に

ついて 

 参加賞として例年シャーペンを贈呈し 

いる 

 今期の参加賞必要数・・・210名 

     継続 

12．ふれあい委員会について（報告） 

                ＡＳＴ 

 白百合会、せいらん福祉会、ピープルファ

ースト、スペシャルオリンピックスへ、さ

つまいもの発送を手配済み。 

 各団体へ約30本ずつ（手のひらサイズ） 

     確認 

13．国際平和ポスターコンテストについて   

            ＰＲ委員長 

 第 33 回国際平和ポスターコンテスト 

 展示会 開会式 

 日時 11 月 22 日（日）10:00～ 

 場所 日図デザイン博物館 

（みやこめっせ B1） 

 出席 Ｌ秋江 

     確認 

14．街頭献血キャンペーンについて 

                 幹事 

 例年 11 月中旬に街頭にて献血の呼びかけ

を行っているが今期の開催の可否につい

て 

今期は中止することを決定 

15．会員増強について       会長 

   特になし 

 

 

16．その他            幹事 

 ◎Ｌ古川より 

  当クラブのホームページを制作するた

め、ホームページ委員会を立ち上げるこ

ととし、会長、ＰＲ委員長、事業委員長、

幹事で一度集まり検討会を開催するこ

とを決定。 

 ◎こどものみらい古本募金について（キャ

ビネットより寄付依頼） 

   ご提供頂いた古本（読み終えた本）の

買取金額を、学びの機会や衣食住が十

分でない子どもたちを支援している

ＮＰＯなどの民間団体に全額寄付す

る取り組み 

  ※メンバーから古本を集め、古本として

売り買い取り金額を寄付 

  メンバーに案内を配信することを決定 

 

 ◎次期地区役員（ゾーン・チェアパーソン）

選出について（報告） 

  キャビネットより輪番制を廃止し、指名

制とする旨通達があったが、次期地区ガ

バナーＬ佐々木が全てのゾーンのメン

バーを把握していないので、当ゾーンは

おそらく指名はなく、Ｌ秋江が選任する

こととなる。現在、輪番制では担当とな

る京都洛北ＬＣが来期の就任が厳しい

旨、Ｌ秋江へ連絡が届いており、第 2 回

ガバナー諮問委員会までに他クラブへ

選出をお願いする予定。Ｌ秋江、Ｌ石川

が対応予定。 

  詳細はＬ秋江出席予定の 11 月 25 日「地

区役員構成についての打ち合わせ会」に

て決定される為、そちらでの決定事項を

待って対応することとする。 

     確認 

◎永田賢司国際理事立候補者活動報告会 

（確認） 

 日時 11 月 12 日（木）14:30～16:00 

 場所 京都ホテルオークラ 4F  

暁雲の間 

 出席要請 Ｌ古川   確認 

◎3R1Z 正副幹事会（確認） 

 日時 11 月 17 日（火）19:00～ 

 場所 いとう家の小鍋 

 出席予定 Ｌ加藤太一 確認 

◎第 2 回キャビネット会議（確認） 

 日時 11 月 25 日（水）15:00～17:30 

 場所 リーガロイヤルホテル京都 2F 

春秋の間 

 出席予定 Ｌ秋江   確認 

 



◎地区役員構成について打ち合わせ会 

（確認） 

 日時 11 月 25 日（水）17:45～19:00 

 場所 リーガロイヤルホテル京都 2F 

春秋の間 

 出席予定 Ｌ秋江   確認 

◎第 2 回ガバナー諮問委員会 

（Ｌ秋江主催） 

 日時 12 月 14 日（月）14:00～ 

 場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

 出席要請 Ｌ古川 Ｌ滝川 Ｌ民谷  

Ｌ石川 

確認 

 

 前例会出席率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17．12 月定例理事会について 

 日時 12 月 9 日 （水） 14:00～ 

 場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

 

 会 合  

 

11 月 17 日（火）3R1Z 正副幹事会 

   出席 Ｌ加藤太一 

11 月 20 日（金）PR 委員会（書面） 

   出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ川島 

 

 

 

 

 

 

 

 

  編集後記  

  

  ＰＲ委員はゴルフが大好きです。4 クラブ親善チャリティゴルフ大会が沖潮さんのゴルフ場

で開催され、全員が参加しました。晩秋の青空の下、色づいたメタセコイヤは目を見張る美

しさでした。ゴルフはいいですね。Ｔさんは 78 歳から練習開始されました。それって凄い

です。スコアのことは気にせず、早く一緒に楽しくプレイしようではありませんか。ゴルフ

はクラブの結束に欠かせないひとつに思えます。 

晩秋の 碧き青空 メタセコイヤ 

記 川島健太郎 

 

 

  

 出席者    Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ大橋 Ｌ奥野 Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ川島 Ｌ佐々木 

        Ｌ髙橋 Ｌ民谷 Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川 

 メーキャップ Ｌ沖潮 Ｌ小島 Ｌ滝川 Ｌ谷口 

 

正会員   Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ沖潮 Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ小島 Ｌ佐々木 Ｌ滝川 

Ｌ髙橋 Ｌ谷口 Ｌ民谷 Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川 

 特別会員 Ｌ伊藤 Ｌ大橋 Ｌ髙田  

 終身会員 Ｌ青山 Ｌ安藤 Ｌ大森 Ｌ奥野 Ｌ川島 Ｌ永田 Ｌ宮崎 

 

前例会 

 

メンバー 

 

出席 

 

欠席 

 
メーキャップ 

 
終身会員 

 

特別会員 
 

出席率 

 

ホーム例会

出席率 

 

11月 11日 
 

25 名 

 

14 名 

 

0 名 

 

4 名 

 

 

7 名 

 

3 名 

 

100% 

 

73.33% 

 

 


