♦ご長寿お慶び申し上げます♦
益々お元気で今後共後輩のご指導にご尽力賜りますようお願い申し上げます。
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※ 令和２年９月３０日現在の満年齢で掲載させていただいております。

第１３６６回 ９月第一例会報告

新型コロナウイルス感染拡大予防の為中止
3R1Z 合同ガバナー公式訪問懇談会報告
9 月 8 日（火）10:45 より、3R1Z 合同ガバナー公
式訪問懇談会が ANA クラウンプラザホテル京都
にて開催されました。当クラブより、3R1Z ゾー
ン・チェアパーソンＬ秋江、会長Ｌ古川が出席
致しました。
ゾーン・チェアパーソンのＬ秋江の司会進行の
下、松岡地区ガバナーの今期の方針やＬＣＩＦ、
会員増強、100 ドル献金の協力要請、ライオンズ
クラブの社団法人設立についてなどの説明があ
り、当クラブからの現況報告を行いました。
記 Ｌ古川 耕一

Ｌ松岡 地区ガバナー他

役員の皆様

現況報告をされるＬ古川会長

9 月定例理事会報告
日時 令和 2 年 9 月 8 日（火）14：00～16:15
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滝川、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、
Ｌ秋江
欠席者 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
1．7 月、8 月臨時理事会議事録の確認
別紙にて確認
2．7 月、8 月月次決算
会計
別紙にて確認、承認
3．ガバナー公式訪問懇談会報告 会長・Ｌ秋江
ゾーン・チェアパーソンのＬ秋江の司会で開催
されました。松岡地区ガバナーの今期の方針やＬ
ＣＩＦ、会員増強、100 ドル献金の協力要請、ラ
イオンズクラブの社団法人設立についてなどの
説明があり、当クラブからの現況報告を行いまし
た。詳細は本日配布される会報誌に添付しており
ます。
4．9 月第二例会（長寿例会）について
ＰＲ委員会
例会は中止
長寿（9 月末日で 75 歳以上）のライオンへ
記念品を自宅へ発送する。（対象者 12 名）
2000 円程度の記念品を予定（塩芳軒）
承認
5．10 月第一例会
事業委員会
日時 10 月 14 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容 開催する場合はＬ谷口の司会でメン
バーで現状や問題のディスカッショ
ンを検討。開催、例会の形態について
は、コロナの感染状況や京都市の配信
を鑑み、会長、事業委員長で検討、決
定することとする。
承認
6．10 月第二例会(結成 57 周年同伴例会）
幹事・計画委員会
日時 10 月 28 日（水）例会 18:00～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容 全盲のハーモニカ奏者 山下 純一
氏をお迎えし、演奏と講演を予定。
別紙参照

謝礼について、山下氏の演奏料から
検討し 10 万円とする。
開催に当たっては、ホテルと対策を
検討し、コロナ感染予防を徹底する。
承認
7．11 月第一例会
総務委員会
日時 11 月 11 日（水） 11:00～
場所 宝ヶ池公園友愛の広場
昼食：グランドプリンスホテル京都
内容 宝ヶ池公園友愛の広場の清掃後、昼
食はグランドプリンスホテル京都を
検討中
承認
8．11 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 検討中
9．3R1Z 親善チャリティゴルフ大会について
副幹事
日時 11 月 17 日（火）
場所 ローズゴルフクラブ
※１０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 練習グリーン前 ／8:00
集合写真撮影 ※役員集合 7：30
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〉
※セルフプレー
（キャディの帯同なし）
競技方法
フロント９ホールストローク
プレー（プレーは 18 ホール）
Ｈ Ｃ Ｐ
フロント９ホールでのダブルぺ
リア方式
※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。
※ クラブ毎の出席人数により３名とする。
○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
クラブ分担金 10,000 円、賞品 総額 10,000 円
2 点以上を準備
Ｌ秋江・・・お祝い金 20，000 円、5，000 円程度
の賞品 2 点
承認

10．事業について
事業委員長
「上京の子どもまつり」中止連絡あり
「鴨川チャリティートーチウォーク」中止連
絡あり
「京都マラソン 2021」オンラインマラソン
になるため沿道ボランティアなし
確認
11．全盲のハーモニカ奏者 山下 純一氏の支
援について
会長
山下純一氏プロフィール
ふれあい事業の命輝け第九コンサートの会
の久馬正義先生の小学校の教え子であり、
四肢麻痺と視覚障がい（全盲）でありなが
ら、一般奏者としてハーモニカ日本一に輝
き、2021 年 11 月にドイツで開かれる世界大
会に出場予定。
現在は、演奏家として活動する傍ら講演な
どを行い、ラジオ大阪で番組を持つなど多
方面で活躍中。
山下氏は新たな出会い、新たなつながりを
大切にしておられ、ぜひ演奏の場や講演の
機会などあればご紹介いただきたい。
10 月第二例会での演奏、謝金として 10 万円
を準備することを承認。
12．ＬＣＩＦ100 ドル献金について
幹事
8 月臨時理事会の際にアンケートを行いま
した上記の件
20 ドル 8 名
50 ドル 2 名（今期に限り）
20 ドル×メンバー数とすることを決定
13．ＭＪＦ1000 ドル献金について
幹事
今年度、Ｌ秋江が献金予定
報告
14．日本ライオンズ・地区依頼
緊急支援について
幹事
日本ライオンズより
①令和２年７月豪雨ＬＣＩＦ災害指定寄付
クラブ単位で正会員数×１０００円を「令
和２年７月豪雨指定寄付（災害指定）」とし
て LCIF 口座へ送金。
②レバノン大爆発ＬＣＩＦ災害指定寄付
クラブ単位で正会員数×５００円を「レバ
ノン大爆発指定寄付（災害指定）」として
LCIF 口座へ送金。
地区より
③令和 2 年 7 月豪雨災害緊急支援金
日本ライオンズアラート委員会において、
緊急支援金を募集すべく受け入れ口座が開
設され、被災された方へのクラブ単位での
ご支援要請。（支援金額については任意。
）
上記「ＬＣＩＦ指定寄付」とは異なりま
すのでご留意ください。

①～③全て行わないことを決定、承認
長崎北ＬＣへ連絡し、被害状況などを聞き来
月の理事会にて報告する
15．女子駅伝記念品 進捗状況
ＡＳＴ
現在、白百合会で手刺繍作業中 313 枚
三友工業で機械刺繍中
300 枚→
手刺繍済み 完成後、せいらんへ
150 枚→
白生地 ※最優先 完成後Ｌ長艸へ
Ｌ長艸下書き作業中
50 枚→
完成後白百合会へ
※今年度必要枚数詳細、参加選手：611 名、
監督・コーチ等スタッフ：141 名
計 753 名 以上より、今年度は 800 枚制作
し駅伝事務局に寄付することとする。
※白百合会手刺繍最終納品を 11 月末日、せ
いらん福祉会縫製最終納品は 12 月中旬予定。
贈呈式については未定。
報告
※9 月 9 日に日本陸上連盟より大会開催中止の
要請が出されました。今後の対応については、
理事会にて検討をして参ります。
16．ふれあい委員会について
ＡＳＴ
現在、ラインのグループが作れないかをアン
ケート中、第九の会の久馬先生についてはア
カウント作成のために後日事務局に来訪予定。
報告
Ｌ谷口より提案
今期、昨年中止となった芋掘りを開催予定だ
ったが現状開催は難しい。そこで、ふれあい
委員会の各団体へさつまいもを昨年同様お贈
りしたい。昨年の農園にお願いし、配送して
貰うことを検討。各団体へ、さつまいもをお
贈りしてもいいかをお尋ねすることとなった。
17．日本ライオンズ大学校設立並びに講師登録
のお願いについて
幹事
別紙参照
報告
18．会員増強について
会長
特別会員Ｌ桝中より、9 月末での退会願いが
届いている。スポンサーのＬ古川が電話にて
対応、体調面での不安が続いており退会はや
むを得ないと判断。9 月末での退会を承認。
19．その他
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
65，000 円（税別） ※京都橘ＬＣメンバー
加工会社見積もり
制作依頼することを承認

3R1Z 正副幹事会
日時 9 月 15 日（火）18:00～
場所 グランドプリンスホテル京都
出席 Ｌ民谷（会議のみ） Ｌ加藤太一
報告
京都府交通安全協会安全旗贈呈式
日時 9 月 24 日（木）10:00～
場所 京都府交通安全協会
出席 Ｌ古川 Ｌ小島
報告
20．10 月定例理事会について
日時 10 月 14 日 （水） 14：00～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都

重要なお知らせ
次回 10 月第一例会の開催について、9 月定例理
事会の開催の可否は後日決定することとなりま
したが、会長、幹事で相談、事業委員長の了承
を得て通常通り開催することと致しました。
配席などを工夫し、感染予防に細心の注意を払
い開催を致しますが、ご無理のないようお願い
申し上げます。
記 幹事 Ｌ民谷
渉
会 合
9 月 15 日（火）3R1Z 正副幹事会
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤太
9 月 16 日（水）PR 委員会
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ川島

Ｌ為国
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9月8日

26 名

－名

－名

－名

7名

Ｌ秋江
Ｌ髙橋
Ｌ伊藤
Ｌ青山

Ｌ石川
Ｌ谷口
Ｌ大橋
Ｌ安藤

正会員
特別会員
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Ｌ沖潮
Ｌ民谷
Ｌ髙田
Ｌ大森

特別会員

4名

出席率

ホーム例会
出席率

－%

－%

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

Ｌ滝川

編集後記
暑い暑い夏もようやく去りやっと秋！
秋の虫の音が少しずつ聞こえてくる今日この頃、皆様お変わりございませんか？
いつもなら色々な行事を楽しむ季節、しかし今年はスポーツ、芸術など多くのイベントが中
止となり、又来年の都道府県対抗女子駅伝大会まで中止とかで、本当に残念なことです。
これから台風の季節を迎えます。近年、海水温の上昇が原因で大型化しておりますが、自然
災害とはいえ気が滅入る事が多いですね。
皆様くれぐれもお体に気をつけて下さい。
負けないで頑張りましょうね！！
記 為国 富子

