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ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｃ地区
２０２０～２０２１年度
３Ｒリジョン・チェアパーソン 福 井 孝 治
（京都紫明ライオンズクラブ所属）

この度、３Ｒリジョン・チェアパーソンの大役を拝命させて頂き、その責務の重大さに身の引き締ま
る思いでございます。
私に与えられた職責は、今年度、地区ガバナーＬ松岡のアクティビティスローガン及びガバナーテー
マなどの重要な項目の実現に向けて支援、お手伝いしていく補佐役と認識しております。
また、３Ｒ１Ｚ～３Ｚのゾーン・チェアパーソンの皆様の協力を得て、ゾーン内各クラブの貴重なご
意見を集約し、地区キャビネットとの意思疎通を図るパイプ役でもあります。
本年度、１００年に一度といわれている、新型コロナウィルスの影響で、先々不透明な状況にありま
すが、今この時期だからこそ「Ｌ字の誇り」を胸に、地域社会へ、Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ（我々は奉仕する）
を実践する時と考えます。
３Ｒ１５クラブのメンバー各位のご協力、ご支援を賜り、ライオンズクラブ発展の為に努めて参る所
存でございます。どうぞ、１年間宜しくお願い申し上げます。
結びに、貴クラブの益々の発展と皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、就任の挨拶とさ
せて頂きます。

ご 挨 拶

ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｃ地区
2020～2021 年度
3R1Z ゾーン・チェアパーソン

秋江 義弘
令和２年に入り世界に急速に広がったコロナ禍は私たちの生活、経済に大きな影響を与えること
になりました。
ライオンズクラブの“ウィー・サーブ”もその制約のもとに運営と対応を求められています。
基本となる会員の健康・充実を第一に、地区ガバナーの方針をゾーンの皆様に伝え、各クラブの
アクティビティーと合同例会を促進し、ゾーン内のクラブの友好を一層深める役割を果たして参り
たいと思っております。そして、引き続き知的発達障がいのある人の自立と社会参加を進め、現実
問題となっているコロナ対応に係わる人々への支援も大切と考えております。
各クラブメンバー各位のご協力、ご指導を心からお願いいたします。

3R1Z ゾーン・チェアパーソンスローガン（テーマ）
「互いの悦び 生かそう奉仕」

第１３６２回 ７月第一例会報
告
回 3 月第一例会報告

初例会奉告祭

L 古川 耕一新会長の挨拶

Ｌ秋江に地区出向役員委嘱状の伝達

TT もソーシャルディスタンスで

前期の決算報告と承認

１３６２回７月第一例会
（初例会）
は、
７月８日
（水）
１２時３０分から、ＡＮＡクラウンプラザホテル京
都にて開催されました。
前回の例会は、コロナウイルス対策のため、大きな
ロの字形にテーブルを配置しておりましたが、今回
は、久しぶりに、通常のテーブル配置で例会が開催
されました。
例会開始前に、初例会奉告祭が、今宮神社宮司の

Ｌ佐々木従久により行われました。少しでも平穏に
今期を送れるよう、皆でしっかりと祈願しました。
例会開始のゴングは、今期会長のＬ古川耕一による
ものでした。物故ライオンに黙祷した後は、会長挨
拶です。Ｌ古川からは、今期への意気込みと、改め
ての自己紹介が行われました。Ｌ古川が入会された
１９９５（平成７）年当時は、メンバー数が９０名
を超えていたとのこと、隔世の感があります。また、

今期のスローガンや目標は、障がいのある人とのふ
れあいを中心にするということですが、コロナウイ
ルスの影響下でも、当クラブとして、できることを
考えていきたい、という前向きな話が出ていました。
今期、３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソンに就かれる
Ｌ秋江に、会長から、地区出向役員委嘱状の伝達を
行いました。
食事を挟み、ＴＴタイムです。今期のテールツイス
ターの初仕事となりましたが、ＴＴのＬ中川、副Ｔ
ＴのＬ長艸ともに、元気に登場し、Ｌ中川持ち込み
の、リアクションゲームで楽しい時間を過ごしまし
た。私も初めて見るゲームでしたが、
「はぁ」
「いや
ー」などの声を聞いて、どういう気分、趣旨かを当
てるというもので、子どもも大人も楽しめるので、
こうした集まりのゲームに向いているのでは、と感
じました。
その後、お誕生日、入会記念日の報告、諸報告と
続き、
「また会う日まで」を合唱して、Ｌ古川のゴ
ングで閉会しました。
今回は、１８名の参加となり、例会の規模もこれ
くらいになると、賑やかです。これからも、感染症
に気を付けながら、メンバーに集まっていただきた
いと思います。
記 Ｌ民谷 渉
ファイン
合 計
累 計
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￥
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￥
￥
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Ｌ古川 耕一￥100,000- 初例会お祝い申し上げま
す。今期一年間よろしく
御願い致します。
Ｌ谷口 忠武 ￥30,000- ふれあい事業、頑張りま
しょう。コロナ給付金の
おすそ分けです。
Ｌ宮崎 健次 ￥10,000- 古川会長おめでとうござ
います。誕生祝い有難う
ございます。元気で出席
できるようになりまし
た。

Ｌ加藤 二郎 ￥10,000- 初例会、古川会長、民谷
幹事ご苦労さんです。よ
ろしくお願いします。
Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- 初例会お目出とうござい
ます。
Ｌ奥野 龍一 ￥10,000- 古川丸の出帆を祝し。
Ｌ川島健太郎 ￥10,000- 古川会長、クラブもゴル
フも絶好調!!
Ｌ長艸 敏明 ￥10,000- 本年度初例会一年間がん
ばります。
Ｌ大橋 正知 ￥10,000- 会長Ｌ古川、幹事Ｌ民谷、
会計Ｌ中川これからの
一年間、よろしくね!!
Ｌ石川 耕三 ￥10,000- 前期コロナで何も出来ま
せんでした。古川会長そ
の分よろしくお願いし
ます。古川丸の門出を祝
して。
Ｌ佐々木従久 ￥10,000- 初例会を祝い、門出を寿
いで。
Ｌ髙橋 一馬 ￥10,000- 初例会、新会長Ｌ古川よ
ろしくお願いいたしま
す。
Ｌ大森 將丈 ￥ 6,000- 早いもので入会 1 年が経
ちました。役には立ちま
せんがよろしくお願い
します。
Ｌ髙田 年雄 ￥ 5,000- 初例会おめでとうござい
ます。
Ｌ中川 朋子 ￥ 5,000- 祝、初例会!!
Ｌ為国 富子 ￥ 5,000- 新役員の皆様よろしくお
願いいたします。
7 月定例理事会報告
日時 7 月 8 日（木）13：45～14:30
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髙田、Ｌ加藤二、
Ｌ加藤太、Ｌ佐々木、Ｌ髙橋
欠席者 Ｌ滝川、Ｌ小島、Ｌ伊藤、Ｌ沖潮、
Ｌ桝中
議長 Ｌ古川
議事録作成者 荒木
1．第二回準備理事会の確認
※次回確認予定
2．56 期 6 月第二例会収支報告 Ｌ滝川 代荒木
※別紙にて確認、承認

3．今期例会のあり方について
会長
※例会担当委員会は、委員長に任せきりにせず
委員会全員で例会の企画を検討いただきた
いとのこと。
4．7 月第二例会(3Ｒ1Ｚ合同初例会)の件 副幹事
日時 7 月 21 日（火）12：30～
場所 からすま京都ホテル 瑞雲
内容 3Ｒ1Ｚ合同アクティビティ資金獲得の
為の募金を行う予定。
（ZCＬ秋江事業）
正副幹事会より
・コロナウイルス感染拡大防止の対応をして開
催することとする。当日の参加に関しては事
前に体調不良や発熱の場合は参加を自粛し
ていただく事の事前周知や、当日の検温など
のお願いをする。
・会場でも配慮する、具体的には会場での検温、
消毒、マスクの着用を行い、特に検 温に関
しては各クラブで非接触型体温計などを用
意して行い、出来れば名簿に体温を記録する。
・当日の食事については、コロナウイルス対応
を鑑み和食とする。
・1 テーブル最大 5 名まで
当日担当 ＺＣＬ秋江・・ご挨拶、
会長Ｌ古川・・開会のゴング
Ｌ中川、Ｌ長艸・・ＴＴタイム
○正副幹事、正副ＬＴ（任意）
、アシスタント：
集合時間 11:00
正副ＴＴ・・・集合時間 11:30
※正ネクタイ着用のこと
別紙にて確認、承認
5．8 月第一例会（納涼例会）の件
計画委員長
日時 8 月 12 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル
内容 登録料、予算等は昨年通り、余興は、ピ
アノ演奏等を検討する。Ｌ髙橋に一任。
食事は量よりも質をよくする。
※承認
6．8 月第二例会の件
総務委員長
日時 8 月 26 日（水）12：30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容 アイバンク例会を検討中
講師の方を招聘し、アイバンクについて
ご講演をお願いする。
謝金に代わりアイバンク愛の光基金へ
の支援金として 3 万円を準備
※承認 7/10 講師派遣依頼済み
7．9 月第一例会の件（3Ｒ1Ｚ合同ガバナー公式訪
問例会）
副幹事

日時 9 月 8 日（火）
懇談会／10：45～12：15
例 会／12：30～14：00
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
当番 懇談会／京都洛北ＬＣ
例 会／京都橘ＬＣ
内容 8 月正副幹事会にて開催のあり方を検
討予定。
ＺＣＬ秋江は随行地区役員として出席
予定。
正副幹事会より
・キャビネットより「ガバナー公式訪問に関す
る新型コロナウイルス感染防止対策パター
ン」が配信されている。
（別紙参照）
・3Ｒ1Ｚは7 月22日以降にＺＣの判断のもと、
正副幹事会にて開催のあり方を検討するこ
ととする。
・3Ｒ1Ｚ以外の随行地区役員にはビジター料金
（5，000 円）を負担していただく。
（当日徴
収）
・3Ｒ1Ｚ内の随行地区役員は所属クラブ負担と
する。
※正副幹事会としては、例会は中止の方向で検討
している。
8 月の正副幹事会にて開催について決定予定
継続
8．9 月第二例会の件（長寿例会）
ＰＲ委員長
日時 9 月 23 日（水）12：30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容 75 歳以上のライオンへの記念品を準備
（対象者 12 名）
※3,000 円程度の記念品の準備、承認
内容については次回報告予定 継続
9．10 月第一例会の件
事業委員長
日時 10 月 14 日（水） 12:30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容 未定
※ふれあい事業関連でゲストスピーカーを検討
したい。
8 月に開催されるふれあい委員会にてお願い
をする。
継続
10．ＡＮＡクラウンプラザホテル京都エントランス
看板について
会長
※橘ＬＣに価格を問い合わせる。継続
11．京都府交通安全協会への支援について 幹事
交通安全横断旗 1000 枚をＬ小島に発注済み
贈呈式については現在未定（昨年は 9 月 6 日）
※報告

12．会員増強について
会長
※今期は会員増強を叶えたい
13．その他
幹事
・7 月 3R1Z 正副幹事会（案内未達）
日時 7 月 21 日（火）
場所 未定
出席予定 Ｌ民谷、Ｌ加藤太一
確認
・第 1 回キャビネット会議
日時 8 月 5 日（水）15:00～17:00
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
・1Ｒ～5ＲクラブＬＣＩＦコーディネーター
会議
日時 8 月 29 日（土） 15:00～17:00
場所 リーガロイヤルホテル京都 2Ｆ
「春秋の間」
登録料 2，000 円
出席対象 Ｌ佐々木（クラブ LCIF コーディ
ネーター）
返信期日 8 月 3 日
当クラブは欠席とする

・1R～5R 献血・視力・聴覚福祉委員長会議
日時 8 月 21 日（金） 14:00～16:30
場所 リーガロイヤルホテル京都 2Ｆ
「春秋の間」
登録料 2，000 円
出席予定 Ｌ秋江
確認
14．8 月定例理事会並びに委員長会議
日時 ８月１２日（水）
１７時～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
嵯峨の間
会 合
7 月 17 日（金）PR 委員会
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ加藤太一 Ｌ川島
事務局夏期休暇について
8 月 14 日（金）～8 月 20 日（木）の間、事務局は
夏期休暇とさせていただきます。
緊急の際には、下記までご連絡ください。
会長 Ｌ古川 耕一 090-8827-5981
幹事 Ｌ民谷
渉 080-5307-0342

前例会出席率
前例会

メンバー

出席

欠席

メーキャップ

終身会員

7月8日

26 名

17 名

0名

4名

7名

出席者

Ｌ秋江
Ｌ髙橋
メーキャップ Ｌ沖潮
正会員
Ｌ秋江
Ｌ谷口
特別会員
Ｌ伊藤
終身会員
Ｌ青山

特別会員

出席率 ホーム例会
出席率

4名

100%

73.33%

Ｌ石川 Ｌ大橋 Ｌ大森 Ｌ奥野 Ｌ加藤二 Ｌ川島 Ｌ佐々木 Ｌ髙田
Ｌ谷口 Ｌ民谷 Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川 Ｌ宮崎
Ｌ加藤太 Ｌ小島 Ｌ滝川
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民谷 Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川
Ｌ大橋 Ｌ髙田 Ｌ桝中
Ｌ安藤 Ｌ大森 Ｌ奥野 Ｌ川島 Ｌ永田 Ｌ宮崎

編集後記
毎年、この時期は祇園祭の「コンコンチキチン」の音をどこかかしらで耳にするのですが、今年は中止と
なり、コロナの影響で外出も控えているせいか、ほとんど聞くことがありませんでした。同じようにコロナ
の影響で、ここ何か月かは『当たり前に、普通に』何気なくしていたことが出来なかったり、中止になった
りすることがたくさんありました。不便だったり、我慢することがたくさんあった数か月でした。
私は「ワークハウスせいらん」と言う主に知的障がいのある方の施設を運営していますが、通われている方、
何らかの障がいのある人たちは、その障がいのためにそれを持った時点から『当たり前に、普通に』という
暮らしが出来ていないんだと、あらためて感じさせられました・・・。こんな時期だからこそ、
『当たり前に、
普通にという暮らし』が障がい者という事で出来ずに苦しんでいる人たちの事を思っていただけたらありが
たいです。

記 加藤 太一

