第１３６８回１０月第一例会報告

久し振りの会長挨拶

交通安全協会に横断旗を寄贈報告

ＴＴ登場

例会風景

10 月 14 日（水）
、久しぶりの例会がＡＮＡクラ
ウンプラザホテル京都で開かれました。
会長挨拶には、コロナ禍の中、例会もアクトも
試行錯誤の中で行っていること、又、京都府交
通安全協会へ交通安全横断旗を昨年に引き続き
お届けし、喜んでいただいたことが報告されま
した。
続いてライオンテーマーＬ石川より、例会が
８月～10 月 14 日まで開かれていなかったので、
3 ヶ月分まとめて入会記念日、結婚記念日、お誕
生日の発表が行われました。
昼食をはさんで、テールツイスターＬ中川、Ｌ
長艸が登場、
“教養が試される論語”を勉強、大
切な“糟糠の妻”の存在を今一度かみしめるこ
とになりました。
その後本日のメインイベント、Ｌ谷口の司会に
より、ディスカッションタイムとなりました。
以後、Ｌ谷口よりご報告します。
記 Ｌ秋江 義弘
コロナ禍により休会が続きましたが、久しぶり
に顔を合わせることが出来ました。
今回は、Ｌ谷口の司会により、メンバーの減少
に悩むクラブの課題につき、話し合いました。

テーマとして、１．奉仕活動の目標、２．友愛
の育て方、３．メンバーの増強を掲げ、自由に
意見を述べてもらいました。
次のような意見が述べられました。
・カラオケ同好会、ワインを楽しむ会は、家族
を含めての同好会で、意義が深かったが、メ
ンバーの減少に伴い参加者の呼びかけが難し
くなった。家族を含めて参加する同好会の工
夫をできないものか？
・ゴルフのできないものを対象とする同好会は
どうか？例えば銭湯を楽しむ会など。
・ゴルフ同好会を、京都北ライオンズクラブメ
ンバーのみで開くことはどうか？
・ただ駄弁る会はどうか？
・若い人のメンバー参加を求めたい。
・メンバー数は、現状維持が最低線だ。
・30 人は確保したい。
・50 人を目標にしたい。
・勧誘する対象としては、医師、工務店、司法
書士などが思いつく。
・勧誘のための工夫が必要・早急にホームペー
ジを開くべきである。
以上の意見も参考にして、理事会で協議するこ

ととしました。ご協力ありがとうございました。
記 Ｌ谷口 忠武

2．9 月月次決算

ファイン
合 計
累 計

￥
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￥
￥

121，000－
402，000－

ドネーション
合 計
累 計

Ｌ奥野 龍一 ￥30,000- 長寿、結婚記念日、
ＬＬ誕生日の御祝あ
りがとうございます。
Ｌ古川 耕一 ￥20,000- 久し振りの例会です。
皆様ごきげんよう！
Ｌ加藤 二郎 ￥10,000- 久し振りの例会です。
10 月は 50 年目の結婚
記念月です。
Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- 久し振りの例会、谷口
先生ご苦労様です。
Ｌ川島健太郎 ￥10,000- 「秋晴れや 例会の席
顔も晴れ」
Ｌ髙田 年雄 ￥10,000- 結婚 41 年目を迎え、
GO TO を使い 1 泊旅行
に行ってきました。
Ｌ髙橋 一馬 ￥10,000- 例会開催おめでとう
ございます。長寿のお
祝いありがとう御座
居ます。
Ｌ為国 富子 ￥10,000- 誕生日プレゼントあ
りがとう御座居まし
た。
Ｌ大森 將丈 ￥ 6,000- 久し振りです。よろし
く。
Ｌ佐々木従久 ￥ 5,000- 久々の例会、何はとも
あれ動き出したこと
を喜びましょう。
10 月定例理事会報告
日時
場所

1．9 月定例理事会議事録の確認
別紙にて確認

令和 2 年 10 月 14 日（水）14：00～15:30
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佐々木、Ｌ髙橋、Ｌ秋江
欠席者 Ｌ滝川、Ｌ小島、Ｌ伊藤、Ｌ沖潮、
Ｌ加藤太
議長 Ｌ古川
議事録作成者 荒木

会計
別紙にて確認、承認
3．10 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～
懇親会 18:30～
場所 ANA クラウンプラザホテル京都
朱雀の間
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。
謝金として 10 万円を準備。
予算書別紙
登録料 Ｌ7,000 円 特別会員 11,000 円
ＬＬ4,000 円
検討事項→高さ 40 センチの舞台の設置
上記承認
4．11 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：
ＡＮＡクラウンプラザホテル京
都へ移動
内容 宝ヶ池公園友愛の広場の清掃後
昼食を予定、竹箒 15 本、ゴミ袋
手配予定
上記承認
5．11 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。 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。
上記承認
6．12 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、詳細は次回理
事会にて報告予定
継続審議
7．12 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 8 月の納涼例会でゲストに予定を

していたピアニストの方の招聘
を検討中
詳細は次回理事会にて報告予定、
お食事は飲み物代込み 12，000 円
とする。
継続審議
8．1 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）12:30～
場所 ANA クラウンプラザホテル京都
内容 当番 京都北ＬＣ
ゲストについて会長幹事に一任、
次回理事会にて報告予定
歳ライオン記念品について→
次回理事会にて詳細報告
ＴＴタイムについて→
Ｌ中川、Ｌ長艸に一任
継続審議
9．3R1Z 親善チャリティゴルフ大会について
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、成績表をコペルームにて配
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
わらず必ずコンペルームにお立ち寄りく
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 13 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
Ｌ秋江・お祝い金 20,000 円、5,000 円
程度の賞品 2 点
集合写真前のご挨拶はＬ秋江に代わり、
Ｌ石川にお願いすることとする。
Ｌ沖潮がご挨拶を希望、また 3 万円分の景
品を供出いただくこととなった。
確認
10．駅伝参加記念品トートバッグの件 幹事
9 月に行った書面理事会の結果、制作に
ついては概ね賛成、完成後の扱いについ
て検討が必要との意見が見られたため、
今理事会にて諮ることとする。
駅伝大会ロゴの使用については、駅伝事
務局より認可
現在、丑の手刺繍済み・・・・・400 枚
機械刺繍済み・・・・・・180 枚
（手刺繍なし）
白百合会手刺繍作業中・・263 枚
計 843 枚
全て縫製を行うことを承認、配布について
は継続審議
11．ふれあい委員会について
事業委員長
現在、ふれあい委員会メンバーでライン
のアカウントを持つことが可能な方で
グループを作成中。関係団体は全員参加
可能、当クラブメンバーでアカウントが
ない方へは別途連絡方法等の検討が必
要。
・10 月 23 日（金）の委員会開催につい
て→開催しない
・さつまいもの件
命輝け第九コンサートの会はメンバ
ーに配布の機会がない。

→各団体へご要望数を聞き、お送り

したことをさらに検討していくこととす

することを承認

る。

12．スペシャルオリンピックス・日本・京都
より支援のお願い
幹事
日本ライオンズがスペシャルオリンピ
ックスのオフィシャルスポンサーとな
り、キャビネット事務局より、支援のお
願いが届いている。金額任意。
上記については支援を行わない事を承認
上記とは別件で、スペシャルオリンピッ
クス日本・京都の小西様より、昨年同様
（例会にてスピーチ後、支援金 3 万円を
贈呈）の支援をお願い出来ないかとのお
伺いが届いている。
昨年同様の支援を承認、詳細については次
回理事会にて報告予定
13．国際平和ポスターコンテストについて
ＰＲ委員長
本日配布の会報誌にて、ＰＲ委員会で選
考したポスターの結果をご報告済み。
第 33 回国際平和ポスターコンテスト
審査会
日時 10 月 26 日（月）15:00～16:00
場所 リーガロイヤルホテル京都 1F
「ラシゴーニュ」
出席 Ｌ秋江
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
出席 Ｌ秋江
確認
14．地区アラート委員会より
幹事
【キャビネットからの要請文書】
情報が共有できるネットワークが「ない」
クラブは、災害時の情報共有や安否確認
のために LINE 等のネットワーク構築を
本年 12 月末までにお願いいたします。
（クラブ全体は難しくても、執行部やア
ラート委員会のネットワーク構築はでき
る限りお願いいたします。また、電話し
かないメンバーがいらっしゃる場合に誰
が連絡をとるかも取り決めください。）
報告
15．長崎北ＬＣより
ＡＳＴ
7 月に豪雨水害においてメンバーの皆様
への被害はなかったとのこと。報告
16．会員増強について
会長
例会のディスカッションタイムで検討を

17．その他
幹事
ホテルエントランス看板について
校正データ別紙参照
発注を承認
第 2 回地区コーディネーター、リジョ
ン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパ
ーソン会議
日時 10 月 20 日（火） 15:00～18:00
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
3R1Z 正副幹事会
日時 10 月 20 日（火）18:00～
場所 京 うな和 本店
出席予定 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一
確認
永田賢司国際理事立候補者活動報告会
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
出席予定
Ｌ古川
※ 各クラブより 1 名以上 の出席要 請、
会長が不可の場合代理をとのこと
承認
次世代リーダーシップセミナー
日時 11 月 13 日（金）14:00～16:00
場所 京都ホテルオークラ 3F 翠雲の間
出席要請 Ｌ秋江（欠席）
Ｌ古川 Ｌ民谷 全メンバー
回答期限 10 月 16 日（金）
回答期限までに希望者なき場合には当ク
ラブは欠席とする
第 2 回キャビネット会議
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
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

各クラブ会員委員長の招聘を検討中
（キャビネットからの指示）
確認
18．11 月定例理事会について
日時
11 月 11 日 （水） 13:30 ～
場所 ANA クラウンプラザホテル京都
ご報告
10 月 22 日、本日のゲスト、山下純一氏が今宮神
社にて、奉納演奏をされました。
佐々木宮司による祭祀では、心のこもった祝詞が
奏上され、参列者の心を打ちました。
祭祀の後、御神殿横の神楽殿にて山下氏の演奏が
奉納され、足に付けた鈴の音とハーモニカの音色
が杜の木々の揺れる音と重なり、素晴らしい時間
となりました。
記 AST 荒木彩子

編集後記

コロナウイルスの感染拡大の影響で、この半年は家で
ネット配信を利用していろいろな映画やドラマを新旧
今まで全く観る気もなかつたドラマに感動したり、前
な感じだったりと・・・。年齢やその時の社会的な環
えさせられました。

会 合
10 月 20 日（火）335-C 地区キャビネット幹事・
リジョンチェアパーソン・ゾーンチェアパーソ
ン会議
出席 Ｌ秋江
10 月 20 日（火）3R1Z 正副幹事会
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤
10 月 23 日（金）PR 委員会
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ加藤
前例会出席率

前例会

10 月 14 日

メンバー

出席

欠席

メーキャップ

終身会員

25 名

16 名

0名

3名

7名

出席者

Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ大森 Ｌ奥野
Ｌ髙田 Ｌ髙橋 Ｌ谷口 Ｌ民谷
メーキャップ Ｌ沖潮 Ｌ加藤太 Ｌ滝川
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谷口
Ｌ大橋
Ｌ安藤

特別会員

3名

出席率

ホーム例会
出席率

100%

80.0%

Ｌ加藤二 Ｌ川島 Ｌ小島 Ｌ佐々木
Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川

Ｌ沖潮 Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ小島 Ｌ佐々木
Ｌ民谷 Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川
Ｌ髙田
Ｌ大森 Ｌ奥野 Ｌ川島 Ｌ永田 Ｌ宮崎

Ｌ滝川

