就任のご挨拶

会長 古川 耕一
この度、京都北ライオンズクラブの５７期の会長を務めさせて頂きます。
第一副会長Ｌ滝川、第二副会長Ｌ長艸、会計Ｌ中川、幹事Ｌ民谷を始めメンバーの皆様のご協力ご指導
を頂きますよう宜しくお願い致します。
今期のスローガン「ふれあい・良き友との出会いに感謝」とさせていただきました｡前会長Ｌ石川より
推進致しております「ふれあい事業」各障がい者団体との交流と奉仕活動をより充実して進めて参ります。
私はクラブに入会させて頂き良き友との出会いがありました。奉仕活動を通じて同じ志をもつ信頼し合
える友に感謝し奉仕活動を進めます。
今般の新型コロナウイルスの蔓延により社会全体の環境が一変致しました。
ライオンズクラブの活動も制限されます。特にクラブが進めておりますふれあい事業は人との交わりで
すので今後の活動については協議検討を必要となります。制限されたクラブ活動運営につきましてもご支
援ご協力頂きますようよろしくお願い致します。
第一副会長 滝川 太郎
世の中は大変な状況ですが少しでも前向きな例会にできる様に古川会長を盛り上げていきたいと思い
ます。よろしくお願いします。
第二副会長 長艸 敏明
昨年は第一副会長と地区ＧＬＴ委員長を仰せつかって何とか一年越せた事に我がクラブの皆様方の御
協力に感謝の気持ちで一杯であります。何事も一人の力は一人の力です。皆の協力があってこそでありま
す。今期古川会長の下一丸となってこの苦しい世情を乗り切って参りたい所存です。
我が京都北ライオンズクラブの数々のアクトは誠に誇り高きものであると自負しております。これを永
きに渡って継続された先輩方に頭が下がる思いです。一年でも永く続けるためにはやはり会員の増強が不
可欠になってきます。新型コロナウイルスがまだまだ収束しない状態ですがこんな時こそ知恵を絞って志
をもって活動したく思う所存です。

幹事 民谷

渉

まだ入会二年ほどで、新人気分が抜けきらない私ですが、幹事という大役を務めさせていただくこと
になりました。兜の緒を締め直して、頑張ります。
新型コロナウイルスの影響で世界的な混乱が続く中、私たちに何ができるか、また、クラブの活動を
どのようにして継続させていくか、困難な課題が数多くありますが、古川会長を支え、諸先輩方のメン
バーと共に楽しく活動できればと思います。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

会計 中川 朋子
本年度も会計をさせていただくことになりました。
皆さん、引き続き、クラブのお金はめりはりをつけて使ってください。
（会計にあたっては、いつもこのことを申し上げることにしています。
）

第 1361 回 ６月第二例会報告
回 3 月第一例会報告

L 石川会長最後の挨拶

令会場風景

在籍 30 年・20 年・5 年の表彰

新旧会長・幹事の引き継ぎ(L 長艸ご苦労様)

L 古川新会長の挨拶

L 民谷新幹事の挨拶

第 1361 回 6 月第二例会（引継例会）は、6 月 24 日
（水）17 時 30 分より、ANA クラウンプラザホテル
京都 2F 嵯峨の間に於いて開催されました。新型コ
ロナの影響で、例会は、自粛を余儀なくされていた
のですが、久方振りに会員の交流ができて良かった
と思います。
引継例会ということで、三役の引継と挨拶がありま
した。会長Ｌ石川は、冒頭で会場に飾られた新しい

アワードに触れ、今期、地区ＧＬＴ委員長として出
向されたＬ長艸の尽力で地区ＧＬＴ最優秀クラブ
賞を受賞出来たことを報告、また新型コロナの影響
で4分の3しか会長としての務めを果たせなかった
が、本日引継の時期を迎えてしまったのは残念であ
る。次期会長には、頑張ってもらいたいし、自分も
クラブの発展のために頑張っていきたいとの趣旨
の挨拶をされました。

幹事Ｌ滝川は、石川会長に付いてやってきたが、十
分な務めを果たせなかったという趣旨の挨拶をさ
れました。
会計Ｌ中川は、欠席されたので挨拶はありませんで
した。
三役の引継の証として、新会長Ｌ古川には鍵と役員
バッジを、新幹事Ｌ民谷には鉛筆と役員バッジが引
継されました。その後、地区ＧＬＴ委員長Ｌ長艸と
今期三役に花束の贈呈もありました。会計Ｌ中川は、
欠席のため省略されましたが、次期も今期と同じＬ
中川ということで、特に、違和感はなかったように
思います。
これにて無事引継ぎがなされ、新会長Ｌ古川による
閉会のゴングで終了となりました。
例会終了後、10 分ほど休憩の後、懇親会は、前会
長Ｌ石川の開宴の挨拶で始まりました。例年のよう
な華やかなものにはならなかったのは残念でした
が、久し振りの交流であったので、それなりに話が
盛り上がっていたように思います。次期第一副会長
Ｌ滝川より閉宴の挨拶があり、また会う日までを、
お互いに手を繋がずに繋いだつもりのポーズで合
唱して終わりました。
記 Ｌ髙橋 一馬

おめでとうございます！
在籍 30 年表彰 Ｌ川島健太郎
在籍 25 年表彰 Ｌ大橋 正知
在籍 5 年表彰 Ｌ髙橋 一馬

7 月お誕生日おめでとうございます
7 月 20 日Ｌ宮崎 健次
7 月 22 日Ｌ青山 幸夫

入会記念日です。よろしく
7 月 9 日 Ｌ沖潮
7 月 11 日 Ｌ青山
7 月 11 日 Ｌ大森
7 月 11 日 Ｌ加藤
7 月 11 日 Ｌ小島
7 月 13 日 Ｌ為国
7 月 28 日 Ｌ長艸

吉績（ 9 年）
幸夫（ 1 年）
將丈（ 1 年）
太一（ 1 年）
良道（ 1 年）
富子（ 7 年）
敏明（30 年）

ドネーション
合 計
累 計

￥
180,000－
￥ 1,658,300－

Ｌ石川 耕三 ￥30,000- 皆様の元気なお顔を見て
安心しました。1 年間あ
りがとうございました。
Ｌ秋江 義弘 ￥30,000- ゾーン・チェアパーソン
を拝命致しました。Ｌ石
川セクレタリーと共に
頑張ります。よろしくお
願い致します。
Ｌ加藤 二郎 ￥10,000- もう引継例会とは。皆様
の元気なお顔、拝見して。
Ｌ石川会長ご苦労様で
した。
Ｌ奥野 龍一 ￥10,000- 皆様と元気に再会出来ま
した。石川会長御苦労様
でした。古川新会長頑張
ってください。
Ｌ谷口 忠武 ￥10,000- 大変な年度、御苦労様で
した。
Ｌ川島健太郎 ￥10,000- 入会 30 年かあ。
40 年目指すか。
Ｌ大橋 正知 ￥10,000- 石川会長・執行部のみな
さんご苦労さまでした。
入会させていただいて
25 年になります。
Ｌ長艸 敏明 ￥10,000- 一年間有難うございまし
た。来年も宜しくお願い
致します。
Ｌ佐々木従久 ￥10,000- 元気な再会、これからも
よろしくお願いします。
Ｌ古川 耕一 ￥10,000- 石川会長おつかれ様でし
た。来期よろしく。
Ｌ滝川 太郎 ￥10,000- 石川会長 1 年間ありがと
うございました。古川次
期会長よろしくお願い
します。
Ｌ髙橋 一馬 ￥10,000- 石川会長おつかれさまで
した。次期会長Ｌ古川よ
ろしくお願いします。
Ｌ髙田 年雄 ￥ 5,000- 1 年間御苦労様でした。
次年度も大変ですがよ
ろしく御願いします。

Ｌ為国 富子 ￥ 5,000- 今年は思いもよらぬ出来
事でした。役員の皆様お
疲れ様でした。
Ｌ民谷
渉 ￥ 5,000- Ｌ石川一年間お疲れ様で
した。Ｌ古川よろしくお
願いします。
Ｌ加藤 太一 ￥ 5,000- 石川会長一年間ありがと
うございました。他の役
員の方も・・・。次年度
お役目務めさせていた
だきます。
国際会長より
ライオン様
協会の歴史の中でも、今年は今までと全く違ってい
ます。世界が困難な状況に置かれている中、あなた
が画期的な取り組みを行い、安全を保ちつつ奉仕に
打ち込んでいることが、地域社会が健全さを保つ上
で大きな役割を果たしています。私たちは大きな困
難に直面していますが、また偉大なことを共に成し
遂げてもきています。
今年、私たちが全世界で年間 2 億人に奉仕するとい
う LCI フォーワードの目標を達成したということ
をお伝えでき、誇らしく思います。糖尿病予防から
視力保護に至るまで、私たちが奉仕した一人ひとり
の人生が、私たちによって変わったのです。ですか
ら、この特別な瞬間を祝いましょう。
そして、世界でライオンズを求める声が、以前にも
増して高まっていることを思い起こしましょう。あ
なたの地域社会は、これまで以上にあなたを必要と
しています。あなたのこと、そして私たちの今年の
功績を誇りに思います。今後も、ライオンズとして
私たちが素晴らしい成果を挙げていくことを楽し
みにしています。
今後ともよろしくお願いいたします。
国際会長
ジュンヨル・チョイ

※2020 年国際大会が中止となった為、2021 年国際
大会開催まで、国際会長ならびに執行役員、国際
理事の任期は継続されることとなり、Ｌジュンヨ
ル・チョイは今期も国際会長を務められます。

会 合
6 月 25 日（木）3R1Z 現・次期引継正副幹事会
次期正副幹事会
出席 Ｌ滝川 Ｌ加藤太一
6 月 29 日（月）3R1Z 合同アクティビティ支援金
目録贈呈式（コロナ関連支援金を京都市へ）
出席 Ｌ石川
7 月 3 日（金）PR 委員会
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ加藤太一 Ｌ川島
Ｌ小島 Ｌ為国
7 月 7 日（火）第 56 期会計監査
出席 Ｌ中川 Ｌ大橋 Ｌ川島

同好会だより
前年度入会者の皆様です。
追って、ご案内を事務局より配信致します。今年度、
新たにご入会を希望される方は事務局までご連絡
ください。
◎ゴルフ同好会
Ｌ青山 Ｌ石川 Ｌ伊藤 Ｌ大橋 Ｌ大森
Ｌ加藤太一 Ｌ川島 Ｌ小島 Ｌ髙田 Ｌ滝川
Ｌ谷口 Ｌ長艸 Ｌ永田 Ｌ古川
Ｌ宮崎
◎ 囲碁同好会
Ｌ佐々木 Ｌ谷口

前例会出席率

前例会

メンバー

6 月 24 日

26 名

出席

欠席

19 名

0名

メーキャップ

2名

終身会員

7名

特別会員

4名

出席率

ホーム例会
出席率

100%

86.66%

出席者

Ｌ青山 Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ大橋 Ｌ大森 Ｌ奥野 Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ川島
Ｌ小島 Ｌ佐々木 Ｌ滝川 Ｌ髙田 Ｌ髙橋 Ｌ谷口 Ｌ民谷 Ｌ為国 Ｌ長艸
Ｌ古川

正会員

Ｌ秋江
Ｌ谷口
Ｌ伊藤
Ｌ青山

特別会員
終身会員

Ｌ石川
Ｌ民谷
Ｌ大橋
Ｌ安藤

Ｌ沖潮
Ｌ為国
Ｌ髙田
Ｌ大森

Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ小島 Ｌ佐々木 Ｌ滝川 Ｌ髙橋
Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川
Ｌ桝中
Ｌ奥野 Ｌ川島 Ｌ永田 Ｌ宮崎

編集後記
コロナ、コロナ で明け暮れるこの頃ですね。
関東地方では、若い人を中心に感染拡大の傾向が見られ、東京に娘二人と孫三人暮らしているので心
配の種は尽きません。
関西では少し落ち着いてきたと思われた処、東京由来の感染者が十数名発生しました。
会食やパーティーが危ないと、自粛要請が出ていますが、ライオンズの例会はどうなるのでしょうか？
新年度が始まったばかりなのに、早く収まるのを期待するばかりです。
第三者と接触しなければ大丈夫と思いますが、くれぐれもお体にお気をつけください。
記 髙田 年雄

