第 1363 回 ７月第二例会報告

Ｌ古川会長 開会のゴング

Ｌ秋江ゾーンチェアパーソンの挨拶

乾杯

ＴＴタイム

成績発表

また会う日まで

３Ｒ１Ｚ合同初例会は 7 月 21 日(火)12 時 30 分
から、からすま京都ホテルにて開催されました。
司会京都平安ライオンズクラブ幹事、Ｌ城次 達
也よりホテルからソーシャルディスタンス仕様
で席を離し、アルコール消毒を用意、人数制限を
していることをアピールされている旨を説明さ
れました。
まず開会ゴングを京都北ライオンズクラブ会長
Ｌ古川耕一の力強い鐘の音で合同初例会は始ま
り、国歌「君が代」斉唱、
「ライオンズクラブの

歌」合唱と進んで行きました。次に京都洛北ラ
イオンズクラブ会長Ｌ須野原 修二から国際協
会３３５－Ｃ地区役員の紹介です。
最高顧問・元地区ガバナーＬ西川 千大、３Ｒ
１Ｚ・ＺＣ・Ｌ秋江 義弘、地区ＧＳＴ委員長・
Ｌ岡本 康孝、地区ＹＣＥ委員・Ｌ太田 守、
地区ライオンズクエスト委員・Ｌ川久保 啓一
以上５名でした。４クラブ会長代表、京都平安
ライオンズクラブ・Ｌ馬場 竹廣の今世界で蔓
延しているコロナウイルス感染病にライオンズ

クラブの力で立ち向かい収束に尽力しますと力
強い挨拶がありました。続きましてＺＣ・Ｌ秋
江 義弘が「１００年に一度と言われている、
新型コロナウイルスの影響で私たちの生活、経
済を脅かしていますが『Ｌ字の誇り』を胸に地
域社会へ ｗe serve を実践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、またコロ
ナ対応に係る人々への支援も大切に考えており
ますので募金の方よろしくお願いします。
」と締
めくくり、挨拶をされました。今期ゾーン・チ
ェアパーソンスローガンは「互いの悦び、生か
そう奉仕」です。
食事タイムに移り京都橘ライオンズクラブ会
長・Ｌ宮川 浩一の乾杯で楽しい食事になりま
した。
食事が終わりＴＴタイムはゴルフのパター対決
になり、くじ引きでパターか 5 番アイアン、３
番ウッド使用の対決です。優勝は会長、幹事と
もゴルフの上手な京都橘ライオンズクラブの圧
勝でした。わが京都北ライオンズクラブの成績
はゴルフは全くしない幹事・Ｌ民谷の健闘でプ
レーオフに進出しましたが惜しくも３位でした。
こうしてコロナウイルスが蔓延してから初めて
の合同例会は全員で「また会う日まで」をソー
シャルディスタンスで合唱し、京都平安ライオ
ンズクラブ会長・Ｌ馬場 竹廣の閉会のゴング
でお開きとなりました。
また感染者が増えて来ました。若い人は鼻水程
度で終わりますが高齢者７０歳以上は命の危険
がありますので油断はしないよう自分を守りな
がら元気で過ごしていただくようお願いします。
記 Ｌ石川 耕三
8 月お誕生日おめでとうございます
8 月 1 日Ｌ滝川 太郎
8 月 25 日Ｌ長艸 敏明
8 月 8 日 LL 滝川
8 月 11 日 LL 石川

恵 8 月 22 日 LL 桝中
和子

宇子

8 月ご結婚記念日お慶び申し上げます
8 月 8 日 Ｌ佐々木従久 ＬＬ典子（38 年）
ドネーション
合 計
累 計

￥
￥

30,000－
281,000－

Ｌ古川 耕一￥10,000- 合同初例会お祝い申し
上げます。
Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- 3R1Z 初例会を祝して。
Ｌ大橋 正知 ￥10,000- 会長Ｌ古川・計画委員
長Ｌ髙橋・フレー、フ
レー！ S/P より
8 月臨時理事会報告
日時 令和 2 年 8 月 3 日（月）17：00～18:00
場所 ストークビル三条烏丸 会議室
出席者 Ｌ古川 Ｌ石川 Ｌ中川 Ｌ髙田
Ｌ加藤二 Ｌ髙橋 Ｌ秋江
欠席者 Ｌ滝川 Ｌ長艸 Ｌ民谷 Ｌ谷口
Ｌ小島 Ｌ伊藤 Ｌ沖潮 Ｌ桝中
Ｌ佐々木
※5 名の方より委任状が提出されていたため
成立
議長 Ｌ古川
議事録作成者 荒木
理事会に先立ち、ＺＣＬ秋江より、ゾーンの
例会開催について配慮しないといけない立
場にあり、9 月第一例会（ガバナー公式訪問
例会）の中止をゾーン正副幹事会に要請し、
承認を受け中止を地区キャビネットへ申し
入れたことが報告された。
1．8 月第一例会（納涼例会）の件
日時 8 月 12 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
２Ｆ嵯峨の間 現在出席予定 21 名
中止を決定
2. 8 月第二例会の件
日時 8 月 26 日（水）12：30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
中止を決定
3. 9 月第一例会の件 ※例会中止懇談会のみ
（3Ｒ1Ｚ合同ガバナー公式訪問例会）
幹事
日時 9 月 8 日(火)懇談会/10：45～12：15
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
内容 ZCL 秋江は随行地区役員として出席
予定。出席要請：会長
集合時間：会長 10:15 AST10:00
確認
4．9 月第二例会の件（長寿例会）
日時 9 月 23 日（水）12：30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
中止を決定
記念品は発送することを承認

5.LCIF 献金について
年次大会において、各クラブ 100 ドル×メ
ンバー数の LCIF 献金が承認され要請が届
いているが、本年、当クラブの献金につい
て出席者で検討、委任状の審議事項に未掲
載のため、ＦＡＸにて理事へ諮ることとす
る。
継続審議
6.皇后盃都道府県対抗女子駅伝大会参加記念
品について（報告）
AST
7 月 28 日に京都新聞社にて大会の開催につ
いての会議が開催され、無観客での開催を
検討することとなった。パンデミック等発
生した場合には前日に中止を発表する事
態も想定しつつ、開催の方向で駅伝事務局
も準備するとのこと。
駅伝事務局からは、再来年に流用出来るな
らば、大会の回数は入れないでとの要請。
大会事務局で発注の記念品、備品について
は今期に限って回数を入れていないとの
こと。
現在、300 枚手刺繍が完成、Ｌ髙田事務所
で保管中。
生地は残り 400 枚をＬ加藤太一が裁断し、
Ｌ長艸へ配送予定。
Ｌ長艸が下書きを施し、白百合会へ順次渡
す予定。
7．その他
・国際平和ポスターコンテストについて
（ＡＳＴより）
錦林小学校の校長先生へ今期不開催を
お知らせしていたが、担当者へ連絡が
届いておらず、子どもたちが絵を描き
始めているとのこと。
当クラブで出展の際は 33，000 円拠出
（記念品 100 円×200 名、入賞の作品
10 点 13,000 円分図書券）
5 万円以内の拠出については幹事決済可
であることを鑑み出展することを承認
審査については例会が中止となってい
るため、担当委員会であるＰＲ委員会で
行うことを承認
・第 1 回キャビネット会議（確認）
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
・8 月 3R1Z 正副幹事会（確認）
日時 8 月 18 日（火）
場所 栄藤
出席予定 Ｌ民谷、Ｌ加藤太一
・1R～5R 献血・視力・聴覚福祉委員長

会議（確認）
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 2
Ｆ「春秋の間」
登録料 2，000 円
出席予定 Ｌ秋江
・第 1 回ガバナー諮問委員会（確認）
日時 8 月 24 日（月） 14:00～
場所 ANA クラウンプラザホテル京都
出席予定 Ｌ秋江、Ｌ古川、Ｌ滝川、
Ｌ民谷、Ｌ石川
・1Ｒ～5ＲクラブＬＣＩＦコーディネー
ター会議（確認）
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
出席予定 Ｌ秋江
8．8 月定例理事会並びに委員長会議について
中止を決定
9．9 月定例理事会並びに委員長会議について
日時 ９月８日（火） １４時～
場所 ストークビル三条烏丸１Ｆ会議室
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8 月第
一例会、8 月第二例会、9 月第一例会、9 月第二
例会を中止いたします。
10 月第一例会の開催に向け、役員で感染防止対
策を検討して参ります。
歴代会長会
7 月 27 日（月）にＡＮＡクラウンプラザホテル
京都にて開催されました。詳細は次回会報誌に
てご報告させていただきます。
会 合
7 月 21 日（火）3R1Z 正副幹事会
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一
7 月 29 日（水）ZC 業務打ち合わせ
出席 Ｌ秋江 Ｌ石川
8 月 5 日（水）第 1 回キャビネット会議
出席 Ｌ秋江
8 月 7 日（金）PR 委員会
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋

事務局勤務時間変更について

事務局夏期休暇変更について

9 月第二例会まで例会が中止となりました関係
で、9 月 30 日まで事務局アシスタントの勤務時
間を以下のように変更させていただきます。
月、火、水、金 10:00～13:00

当初 8 月 14 日（金）～8 月 20 日（木）を夏期休
暇とさせていただく予定でしたが、8 月第一例会
中止を受け、8 月 12 日（水）から 8 月 18 日（火）
に変更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

7 月 21 日

26 名

出席

欠席

18 名 0 名

メーキャッ
プ

終 身 会
員

特別会員

3名

7名

4名

出 席 ホーム例会
出席率
率
100%

80%

出席者

Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ伊藤 Ｌ大橋 Ｌ奥野 Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ川島
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 Ｌ宮崎
メーキャップ Ｌ沖潮 Ｌ小島 Ｌ中川
正会員
特別会員
終身会員

Ｌ秋江
Ｌ髙橋
Ｌ伊藤
Ｌ青山

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谷口 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
野球界で活躍したノムさんこと野村克也監督を思い出している。
カネやんのお別れ会に車椅子で登場したノムさんはその４ヶ月後の 2 月 11 日、８４才で
鬼籍に入った。
ヤンキースで活躍する田中投手について「マー君神の子、不思議な子」と云ったり、
「長嶋
や王がヒマワリなら、おれはひっそりと日本海に咲く月見草」、「勝ちに不思議の勝ちあり、
負けに不思議の負けなし」といった名言を連発。
網野町の両親の墓石の前には「感謝とは感じて謝ることなり。親孝行したい時に親は無し」
と書かれてあるそうだ。
記 大橋 正知

