第 1372 回 12 月第一例会報告

ＴＴ登場

木本 和秀 様のスピーチ

12 月 9 日ＡＮＡクラウンプラザホテル京都に
おいて、通常例会を開催した。会長は、開会の
挨拶において、前半後期においては、コロナ対
策を十分に行った上で、順調に活動が行えたこ
とを報告するとともに、残り期間においても、
クラブメンバーの安全を第一に考えつつ、理事
会で協議しながら活動を継続したい旨述べた。
コロナ対策の加減か、いつもより静かに食事を
摂り、副テールツイスターＬ長艸の登場を迎え
た。今回は「おもしろ老人川柳」の紹介であっ
た。
なぜ消える めがねと鍵の ミステリー
大事なら しまうな二度と 出てこない
身につまされます。
本日のゲストスピーカーは、ふれあい事業の仲
間 スペシャルオリンピックス日本・京都の事
務局長 木本 和秀様です。
ＪＣ（青年会議所）出身、スペシャルオリンピ
ックス日本・京都には、頼まれて事務局長を務
め、14 年ほどになる。京都北ライオンズクラブ
でのスピーチは 3 回目です。
今年の活動は、コロナウイルスの関係で何もで
きていません。今年の 2 月 21 日から北海道で行

われる予定だった冬季全国大会が、直前の 2 月
17 日に中止決定されたのを皮切りに、全ての行
事が中止となってしまいました。
最近に至って、ウェブトレーニングを成功させ
るなど、新しい活動様式を工夫しています。11
月からは、日常プログラムを再開し、密を避け
て、身体を動かすことに努めています。来年 2
月の近畿ブロック大会目指して、頑張ります。
スペシャルオリンピックス日本・京都の活動は、
年々拡がっていますが、財政的には、苦しさが
増しています。今後とも、ご協力をお願いしま
す。コカコーラ社の自動販売機の設置は、有力
な資金源となるので、設置場所があれば、是非
ご紹介ください。
とのお話でした。
いつも通り、
「また会う日まで」を歌い再会を約
し、散会しました。
記 Ｌ谷口 忠武
12 月お誕生日おめでとうございます
12 月 27 日Ｌ永田 雄三
12 月 3 日ＬＬ青山 和代

12 月結婚記念日お慶び申し上げます
12 月 15 日Ｌ青山

幸夫 ＬＬ和代（44 年）

入会記念日です。よろしく
12 月 8 日 Ｌ石川
12 月 9 日 Ｌ髙橋
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木本

和秀様 ￥ 3,000- 本日はよろしくお願
いします。
Ｌ古川 耕一 ￥10,000- スペシャルオリンピ
ックス木本様、小西様
ゲストスピーチに感
謝。
Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- スペシャルオリンピ
ックス木本 和秀様を
お迎えして。
Ｌ谷口 忠武 ￥10,000- 木本様スピーチあり
がとうございました。
Ｌ石川 耕三 ￥10,000- スペシャルオリンピ
ックス木本様ありが
とうございます。長艸
さん文化功労賞受賞
おめでとうございま
す。御祝儀です。
Ｌ髙橋 一馬 ￥ 5,000- 木本様ゲストスピー
チ有難うございます。
12 月定例理事会報告
日時 令和 2 年 12 月 9 日（水）13：15～14:45
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滝川、Ｌ中川、Ｌ小島、Ｌ伊藤、
Ｌ沖潮
議長 Ｌ古川
議事録作成者 荒木

1．11 月定例理事会議事録の確認
別紙にて確認
2．11 月月次決算
会計
Ｌ中川欠席の為次回報告予定
3．今後の例会の開催について
会長
しっかりとルールを決め、対策を行った
上で、安全を確保しつつ、続けていくと
いう方針を決定。
4．12 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 同伴例会、ピアノ演奏会を予定
ゲスト東 みどり様プロフィール
京都市出身、ジャズ理論、演奏法、アレンジ
法をアメリカ・ボストンのバークリー音楽院
にて学ぶ。
ジャズ、シャンソン、クラシックナンバーを
アレンジし、独自のスタイルで表現するピア
ニストである。現在は関西を中心に、イベン
ト、ライブ活動中。
謝金として 3 万円とお車代を予定。
登録料 Ｌ10,000 円
ＬＬ 7,000 円
メンバーお土産について
予算 3，000 円
お土産は、ＡＮＡクラウンプラザホ
テル京都のクリスマスケーキ
12 月 15 日に三役、計画委員長で検討、
中止を決定
5．1 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 ※11 月 27 日開催会長会議において
3R1Z 合同新春例会は中止とすることが
決定
歳ライオンの記念品は各クラブへ配送
予定
記念公演予定、京舞の篠塚先生へはＬ
古川よりお断り済み
鳴海餅へ紅白饅頭のキャンセル済み
ＡＮＡクラウンプラザホテル大会場キ
ャンセル済み
通常例会として開催する、内容は、
会長、幹事、ＬＴ、ＴＴに一任
6．1 月第二例会
総務委員会
日時 1 月 27 日（水） 12:30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容 写経を予定
継続
7．2 月第一例会
ＰＲ委員会
日時 2 月 10 日（水） 12:30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都

内容
次回理事会にて報告予定
8．2 月第二例会
事業委員会
日時 2 月 24 日（水） 12:30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容
次回理事会にて報告予定
9．ホームページ制作について
会長
ホームページ制作委員として、Ｌ古川、
Ｌ谷口、Ｌ髙田、Ｌ民谷で検討中。
12 月 9 日に、前メンバーの村上滋克様と
打合せ予定。予算は、制作費 20 万円、
維持費年間 2 万円程度を想定。
継続
10．キャビネットよりきょうと「こどもみらい
笑顔便」（宅食事業）協力依頼
幹事
金銭、労力は対応せず、物品の寄付につ
いては、メンバーに配信、各自でお願い
する。
11．3R1Z 合同アクティビティふれあいボウリン
グ大会開催について
Ｌ秋江
開催の是非について、12 月 14 日開催予定第 2
回ガバナー諮問委員会にて検討予定
京都北ＬＣとしての意見を検討願いたい。
障がい者団体様の参加も厳しいと予測さ
れ、中止が妥当ではとの意見であった。
12．ＧＳＴセミナーについて
幹事
日時 ２０２１年１月２２日（金）
１４：３０～１６：３０
場所 京都ホテルオークラ
４Ｆ「暁雲の間」
講師 社会福祉法人日本介助犬協会
専務理事 高柳 友子 様
「自立と社会復帰のためのリハビリテー
ションと補助犬」
川村義肢株式会社
代表取締役社長 川村 慶 様
「不自由を自由に変える魔法の仕事」
登録料 ２,０００円
出席要請 ＺＣ、会長、幹事、担当委員長、
全メンバー
出席：Ｌ秋江、Ｌ古川、Ｌ民谷
13．会長会議報告（別紙議事録参照） Ｌ秋江
・ＧＳＴ委員長Ｌ岡本康孝より基金の設立につ
いて
12 月 5 日ヒヤリングを実施
出席 Ｌ秋江 Ｌ石川 AST 荒木
・ＬＣＩＦ100 ドル献金達成を依頼
・次年度地区役員（ゾーン・チェアパーソン）
選任について
12 月 5 日に京都洛北 LCＬ山本へ打診
・3R1Z 合同新春例会の中止を決定
報告

14．会員増強について
会長
特になし
15．その他
幹事
永田賢司国際理事立候補者活動報告会
（報告）
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 Ｌ古川
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
出席予定 Ｌ古川 Ｌ民谷 Ｌ石川
3R1Z 正副幹事会（確認）
日時 12 月 15 日（火）18:00～
場所 ドーディチ
登録料 15,000 円（12 月はクラブ負担）
出席予定 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一
上記確認
17．1 月定例理事会について
1 月 13 日 （水） 14:00～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
命輝け第九コンサートの会より
山下 純一ライブ＆トークのご案内
日時 1 月 9 日（土）10:30～
場所 京都市国際交流会館
京都市左京区粟田口鳥居町 2 番地の 1
（地下鉄蹴上駅徒歩 3 分）
参加費 無料
事前申し込み制、先着順 100 名。
ご希望の方は、075-761-4484 までお申し込みく
ださい。
白百合会より
サツマイモのお礼状が届きましたので、掲載さ
せていただきます。今年もお芋掘りは叶いませ
んでしたが、お贈りしたサツマイモを喜んでく
ださった様子がわかりうれしく思います。
別紙「お礼状掲載」
会 合
12 月 5 日（土）地区 GST 委員会基金設立案につ
いてのヒヤリング（京都橘 LCＬ岡本を迎えて）
出席 Ｌ秋江 Ｌ石川 AST 荒木
12 月 13 日（日）ガバナー諮問委員会事前打ち合
わせ
出席 Ｌ秋江 AST 荒木

12 月 14 日（月）第 2 回ガバナー諮問委員会
出席 Ｌ秋江 Ｌ古川 Ｌ民谷 Ｌ石川
12 月 15 日（金）3R1Z 正副幹事会
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤
12 月 22 日（火）次期 ZC 選任に関し京都洛北 LC
有資格者との面談
出席 Ｌ秋江 Ｌ石川
12 月 21 日（月）PR 委員会（書面）
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ川島 Ｌ為国

お知らせ
◎事務局の冬期休暇について
12 月 26 日（土）～1 月 7 日（木）
急なご用件の際は、以下、会長、幹事までお
電話願います。
会長 Ｌ古川 耕一 090-8827-5981
幹事 Ｌ民谷
渉 080-5307-0342

例会中止のお知らせ
第 1373 回 12 月第二例会は、新型コロナウイル
ス感染拡大の為、中止となりました。
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編集後記
今年も変わりなく木々の葉がきれいに色づき、足早に散っていきました。
しかし世の中はコロナで一変しました。
京都は色々な行事やお祭りが中止となり想像も出来ない一年でしたね。
3 月頃から自粛自粛、我慢我慢で辛抱たまらんと、カニ解禁を待って早、食べに行きました。
“おいしかった！！”
もう 2 週間をとっくに過ぎていますので、コロナは大丈夫です。
朝、夕の寒さが身にしみる季節となって来ました。皆様くれぐれもお身体にお気をつけられ
良き新春をお迎え下さい。
記 為国 富子

