第 1375 回 1 月第二例会報告
新型コロナウイルス感染拡大予防の為中止
お誕生日おめでとうございます
2 月 4 日Ｌ谷口 忠武 2 月 13 日Ｌ佐々木従久
2 月 4 日Ｌ髙橋 一馬
2 月 10 日Ｌ中川 朋子
2 月 11 日 LL 秋江 淑子
2 月 11 日 LL 谷口 美紀
2 月 22 日 LL 髙橋かほる
入会記念日です よろしく
2 月 22 日 Ｌ滝川
2 月 23 日 Ｌ宮崎

太郎( 7 年)
健次(47 年)

2 月ご結婚記念日お慶び申し上げます
2 月 10 日Ｌ大森 將丈
2 月 10 日Ｌ小島 良道 ＬＬ芳恵

（30 年）

1 月定例理事会報告（書面）
日時 令和 3 年 1 月 25 日（月）配信
返信期限 2 月 2 日（火）
返信者 Ｌ古川、Ｌ石川、Ｌ滝川、Ｌ長艸、
Ｌ民谷、Ｌ中川、Ｌ髙田、Ｌ伊藤、
Ｌ沖潮、Ｌ加藤二、Ｌ加藤太、
Ｌ佐々木、Ｌ髙橋、Ｌ秋江
欠席者 Ｌ谷口、Ｌ小島
議長
Ｌ古川
議事録作成者 荒木
1．12 月定例理事会議事録の確認
会報誌誌面にて確認
2．11 月、12 月月次決算
会計
添付資料にて確認、承認
3．今後の例会の開催について
会長
2 月第一例会、第二例会の中止を提案
【ご意見】
・2 月に引き続き状況によっては 3 月も無理なの
では
・非常事態宣言が解除されたら開催しないと消滅
する。解散になることを危惧
・少し事態が収まってくれば清掃例会等屋外で
（弁当持ち帰りででも）
・その時々の世情をみて会長の判断に委ねます
・特に否認ではないですが、2 月第二例会はでき
るようなら考えてみてもよいのではないかと
思います。
承認

4． 2 月第一例会
ＰＲ委員会
3 号議案で中止が決定
5．2 月第二例会
事業委員会
3 号議案で中止が決定
6．3 月第一例会（指名例会）
総務委員会
日時 3 月 10 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容
【ご意見】
・開催は無理かもしれないが指名例会は必要です
・会長にお任せします
・事態が落ち着くまで飲食を伴う例会は中止した
方がよいのでは
継続審議
7．3 月第二例会（選挙同伴例会） 幹事・計画
日時 3 月 24 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容
【ご意見】
・同伴なしでの例会も有りでは
・会長にお任せします
・事態が落ち着くまで飲食を伴う例会は中止した
方がよいのでは
継続審議
8．指名委員会開催について
会長
＜京都北ライオンズクラブ付則より抜粋＞
（1）会長は毎年 2 月指名委員会を設置する。
（2）指名委員会は、委員長 1 名、委員 6 名以
上をもって構成する。
（3）委員は会長が選出、任命する。
委員長は会長がこれに当る。
（4）指名委員の任期は次期役員が確定するま
でとする。
日時
2 月 16 日（火） 15:00～
場所
ストークビル三条烏丸１Ｆ会議室
委員長 Ｌ古川
委員
Ｌ佐々木 Ｌ石川 Ｌ中川 Ｌ髙橋
Ｌ滝川 Ｌ民谷
※例年委員の 6 名は歴代会長、幹事を現在から遡
って選出しております。
確認
日程調整の結果、上記に決定
9．来期地区役員の選出について
幹事
3Ｒ1Ｚゾーン・チェアパーソン
Ｌ山本 勝己（京都洛北ＬＣ）
地区ＬＣＩＦ委員
京都橘ＬＣより選出
地区ＦＷＴ委員
京都北ＬＣより選出
地区ＦＷＴ委員
※ＦＷＴ委員会とは
主に家族会員増強、女性会員増強を目的。
今期は小児がん対策、食糧問題、貧困問題の
取り組みも行っている。(来期以降は不明)
確認
2 月 16 日開催指名委員会にて検討
10．ホームページ制作について
会長
元メンバーの村上滋克様に制作を依頼、現在試
作品を製作中、後日ご報告予定。
確認

11．トートバッグについて（報告）
幹事
今期制作枚数 671 枚（丑手刺繍のみ）
平和ポスター記念品として、220 枚を錦林小
学校へ贈呈
残 451 枚（未包装）
【ご意見】
・ふれあいを中心としてイベントにてプレゼント
しては？現状は集まりが無理です
・誠に結構です。有難う。
確認
12．来期駅伝大会参加記念品について
事業委員長
今期、機械刺繍のみ済んでいる生地 180 枚は
そのまま保管中の為、生地、色は同じもので
制作することが好ましい。
【ご意見】
・引き続きトートバッグで
・未裁断の生地もありますのでよろしくお願いし
ます
・合理的で結構と思います
・機械刺繍で第○○回の部分は入っていない
確認
13．第 67 回地区年次大会代議員登録について
幹事
日時 4 月 24 日（土） 10:00～12:00
場所 ウェスティン都ホテル京都 西館 4Ｆ
「瑞穂の間」
当クラブは 3 名の代議員登録が必要
代議員
Ｌ秋江 Ｌ古川 Ｌ民谷
※ 例年地区役員（必須）、現会長、現幹事が
登録
登録締切 2 月 26 日（金） 承認
14．第 67 回地区年次大会について（4 月第二例
会振替例会）（報告）
幹事
公式プログラム
大会テーマ
『 遊心 明るく 楽しく 元気よく 』
日時 2021 年 4 月 24 日（土）
場所 代議員総会・式典・晩餐会
ウェスティン都ホテル京都
時間および会場
9：30－10：00 代議員登録
西館 2Ｆ「コロネード」
10：00－12：00 代議員総会
西館 4Ｆ「瑞穂の間」
13：30－14：00 式典受付
西館 2Ｆ「コロネード」
14：00－16：30 式典
西館 4Ｆ「瑞穂の間」
17：30－18：00 晩餐会受付
西館 4Ｆ「瑞穂の間」前
18：00－20：00 晩餐会
西館 4Ｆ「瑞穂の間」
（中止の可能性あり）
※晩餐会ご案内が地区役員ＺＣＬ秋江に届いて
いる←保留（議事配信日現在） 確認

15．3R1Z アクティビティ報告
Ｌ秋江
○3R1Z 合同アクティビティふれあいボウリング
大会は 12 月 14 日開催第 2 回ガバナー諮問委員
会にて検討、中止を決定。
○3R1Z 合同アクティビティ「新型コロナウィル
ス感染症感染拡大防止対策支援 支え合い基
金」への献金
1 月 15 日（金）京都市役所北庁舎 4 階第一応
接室に於いて、目録贈呈式を行った。
出席 Ｌ秋江 Ｌ古川 Ｌ石川
確認
16．会員増強について
会長
特になし
確認
17．オンライン例会の開催の提案
幹事
ZOOM 等を使ってオンライン例会の開催を検
討出来たらと考えています。メンバーのネッ
ト環境に左右される案件ですので試験的な
会を開催し検討できたらと提案いた します。
【ご意見】
・賛成です。ご高齢のメンバーの方は難しいのか
も？
・コミュニケーションが一番大事。この状態が続
くならオンライン賛成
・できればそうするべき
・ZOOM 対応できます
・現状ではそのような形でしか例会を想定できな
いので検討すべき課題と考えます
・判りません
・オンラインの正式な例会ではなく交流会という
くらいの位置づけで実施してもよいかと思い
ます。
・少しずつでもやっていく方がよいと思います
・パソコンの設定を御教示いただければ可能と思
います
・前向きに検討してください
継続審議
18．その他
幹事
地区 GST 委員会より全メンバーへご案内
「イエローリボン・ラン」の啓蒙・啓発と補
助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）のデモンス
トレーション
日時 2 月 21 日（日） 10:00～16:00
※12:20～13:30 補助犬
(盲導犬・介助犬・聴導犬合同) 開催
※盲導犬の賢さをご自身で実際に体験して
頂けます
(年齢・人数等の制約条件が有ります)
場所 たけびしスタジアム京都
（西京極総合運動公園内）京都マラソ
ンフィニッシュタワー周辺
※出席要請なし、会報誌にてメンバーへお知
らせ予定
確認
地区ガバナーよりチャリティゴルフコンペ
のご案内
日時
4 月 13 日（火）

場所
スタート
参加費

瑞穂ゴルフクラブ
ＩＮ ＯＵＴいずれも 8:00
5,000 円（内 2,000 円を LCIF へ
寄付）
プレー費 キャディ無 10,630 円
キャディ有 15,030 円
ランチ付
締め切り 2 月末日
確認
1 月 3R1Z 正副幹事会は書面にて開催
確認
19．2 月定例理事会について
2 月 7 日以降に開催について検討します
【ご意見】
・状況にて書面理事会も検討必要
・オンラインでお願いします（コロナ次第で）
・緊急事態宣言が延長となった場合、理事会だ
けでも ZOOM は無理ですか？
日程、開催のあり方等については後日判断

会

合

2 月 8 日（月）PR 委員会（書面）
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ川島

例会中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、2 月第
一例会、第二例会は中止となります。
皆様、どうぞ感染予防にお努めいただき、元気
にお過ごしください。
会長 Ｌ古川 耕一
幹事 Ｌ民谷
渉
地区 GST 委員会よりご案内
「イエローリボン・ラン」の啓蒙・啓発と補助
犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）のデモンストレ
ーション
日時 2 月 21 日（日） 10:00～16:00
※12:20～13:30 補助犬
(盲導犬・介助犬・聴導犬合同) 開催
※盲導犬の賢さをご自身で実際に体験し
て頂けます
(年齢・人数等の制約条件が有ります)
場所 たけびしスタジアム京都
（西京極総合運動公園内）
京都マラソンフィニッシュタワー周辺
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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
終身会員

特別会員

3名

出席率

ホーム例会
出席率

－%

－%

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

編集後記
クラブメンバーで喜寿を越えて新しいことに挑戦されている二人を紹介します。
78 歳のＴさんは元大学教授、ゴルフ好きのメンバーとコミュニケーションをとりたいとゴルフ練習
場に通い出されました。
「挑戦・努力・工夫・誠実」をモットーとされ、ゴルフのスコアは皆を追い
越せないが楽しみが増えたと、道具まで買い揃え前向きです。
77 歳のＫさんは何がきっかけか、俳句を始められて 9 ヶ月、毎日欠かさず 1,2 句を作り続けておら
れます。昨年 11 月には早や 300 句を小冊子にまとめられ、また京都新聞の俳壇にも投句され 2 回選
ばれました。
コロナ禍で例会は休会中ですが、クラブ内の同好会活動と共にプライベートな活動にも共感しあい、
メンバー間の絆を深めたいものです。旧洛央ライオンズクラブのように。
記 大橋 正知

