第 1379 回 3 月第二例会報告

会長挨拶

次期会長

Ｌ谷口の挨拶

第 1379 回 3 月第二例会は 3 月 24 日、11 時半
よりＡＮＡクラウンプラザホテル京都にて開催
されました。
会長Ｌ古川の開会のゴングで開会、国歌「君が
代」、「ライオンズクラブの歌」
、
「京都北ライオ
ンズクラブの歌」を静聴後、会長より「コロナ
禍の中でも、出来る限りの活動をと思います。
外部からのゲストをお招きすることは叶いませ
んので、メンバーで活動をしていきたいと思い
ます。本日もメンバーの方から近況報告をお願
いする予定です。
」とご挨拶がありました。
本例会は選挙例会、次期役員の方々が前に整列、
記念撮影を行いました。
続きまして、次期会長挨拶として、Ｌ谷口忠武
より「ご承諾いただきありがとうございます。
耳も目もおぼつかず、誠に頼りないが、二度目
の務めと来期にやらなければいけないことをわ
きまえて、皆様の協力を得てクラブが立派にや
っていけるよう努力するのでご協力をお願いし
ます。」とご挨拶がありました。
今回も食事のない例会となったため、ＴＴＬ中
川、副ＴＴＬ長艸が登場。前回のＬ長艸の世界
の感染症の歴史に引き続く形で、Ｌ中川より、
「文学と疾病」というテーマで紀元前より近代
までの日本、世界の書物の中に記された疾病に

次期役員

再入会のＬ桝中俊良

ついてをお話いただきました。
続きまして、本日は、メンバーからの近況報告
と題しまして、僭越ながら幹事がメンバーの方
を指名させていただき、近況報告をお話いただ
きました。
・Ｌ宮崎より
昨年、とても親しくしていた 50 年来の友人を食
道がんで、また地域の活動を共にしてきた友人
を病で 2 人亡くしました。健康の為にこれまで
は二条城の周りを歩いていたが、これでは足り
ないと感じ、今は姉小路小川から、四条堀川、
四条河原町、御池通りから戻るコース、6 キロ弱
を散歩しています。楽しくゴルフをするために
しています。そして、健康のために努力をする
と楽に死ねるんちゃうかなと思っています。笑
・Ｌ加藤二郎より
9 年前に肺がんになり、抗がん剤治療で 5 年かか
って寛解となったのですが、昨年の夏に再発し
ていることがわかりました。今は、薬と点滴で
治療をしていますが、最初は抗がん剤の副作用
で手のひら、甲、爪の間がひび割れて使えなく
なっていました。今はだいぶ良くなってきまし
た。たまたま見つかりましたが、皆さんも年に
一度の健診をお勧めします。幸い、週 1 回の水

泳も続けられて、以前に比べると体力が落ちて
きたことを感じますが、行ける範囲で水泳に行
っています。そして毎日続けてきた夜の散歩も
少ししんどくなってきました。40 分、
およそ 5400
歩、清水寺までの道のりを途中で休憩を入れる
ようになりました。秋江さんから、プラス思考
で良い「気」を出して元気になるようにという
有り難いアドバイスをいただきました。
・Ｌ奥野より
京都北ライオンズクラブにお世話になって 45 年、
人生は 85 年歩んで参りました。以前は会報も製
本していましたが、終活を始めなければと製本
することを辞めました。毎日、4 時になるとバス
に乗り、上賀茂神社や金閣寺に行き、歩いてい
ます。京都北ライオンズクラブはこのままでは
老人の会になってしまいます。地域を見渡して
も奉仕への思いを持ち、ライオンズクラブに入
会するという時代ではないと感じることもあり
ますが、会員が増えているクラブも見受けられ
ます。これからも、例会に参加したいと思いま
す。
続きまして、昨年体調により退会された桝中俊
良様が、再入会をされる予定で今例会に出席し
てくださいましたので、一言ご挨拶をいただき
ました。
「皆様、お元気そうで嬉しいです。先日、
散歩をしていましたら、偶然川島さんとお会い
しました。古川さんから連日お誘いのご連絡を
いただき、来させていただきました。知った方
ばかりで大変嬉しく思っています。
」とのお言葉
をいただきました。
その後、ファイン、ドネーションの発表が会計
Ｌ中川より行われ、
「また会う日まで」を静聴し、
会長Ｌ古川の閉会のゴングでお開き、帰る際に
仕出し弁当を受け取り帰途につきました。
記 Ｌ民谷 渉
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Ｌ古川 耕一 ￥20,000- Ｌ桝中の元気での復
活を祝して。
Ｌ谷口 忠武 ￥10,000- 次期会長をお引き受
けすることになりま
した。ご協力をお願い
します。

Ｌ加藤 二郎 ￥10,000- 誕生月です。80 歳にな
りました。
Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- 元気に出席すること
が出来ました。次期役
員の皆様よろしくお
願いします。
Ｌ川島健太郎 ￥10,000- ドネーションだけの
代理出席ですみませ
ん。次期役員の皆様、
御苦労様です。
Ｌ石川 耕三 ￥10,000- Ｌ谷口、2 度目の会長、
御苦労様です。景気は
コロナでボロボロ。大
赤字で死にかけてい
ます。いつまで持つか
分かりません。終息を
祈っています。
会 合
4 月 2 日（金）
「一般社団法人ライオンズ 335-C」
に向けての説明会
出席 Ｌ古川 Ｌ谷口 Ｌ民谷
4 月 9 日（金）PR 委員会（書面）
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ川島
4 月 13 日（火）3R1Z 正副幹事会
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤太
国際会長よりメッセージ
ライオンズの皆様へ
ライオンであるということは、私たちにとって
大きな意味があります。それは地域社会に奉仕
し、変化をもたらした人生を見る喜び。それは
友情、そして生涯にわたる絆。それは与えるこ
と、そして私たちの親切が花開くのを見ること。
しかしライオンズであることが、私たちの奉仕
する人々にとって持つ意味は、私たちにとって
持つ意味よりもずっと大きいのです。
ですから、安全を保ちながら行う奉仕と、あな
たが与えたインパクトに誇りをもちましょう。
地域社会を鼓舞し続け、他の人々にもライオン
ズとして思いやりを行動に移すよう促してくだ
さい。そして、与えることを継続していきまし
ょう。なぜなら、とても多くの人々が私たちを
頼りにしているのですから。ライオンであると
はそういうことです。
今後ともよろしくお願いいたします。
2021 年 3 月 23 日
国際会長 ジュンヨル・チョイ
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ホーム例会
出席率

100%

86.67%

Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ大橋 Ｌ奥野 Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ佐々木 Ｌ髙田
Ｌ髙橋 Ｌ谷口 Ｌ民谷 Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川 Ｌ宮崎

メーキャップ Ｌ沖潮 Ｌ小島 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

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
花粉だ、黄砂だ、何々だ、……と云っている間に桜も散ってしまいました。
前例会で次期役員も決定し、準備理事会も動き始めました。
この二年はコロナの影響で、まともな活動が出来ない日々が続きましたが、この状況がいつま
で続くのか、鬱陶しい事です。
予防接種が速く行き渡り普段の生活を取り戻せるよう祈るばかりです！！
記 髙田 年雄

