第 1380 回 4 月第一例会報告

Ｌ古川会長挨拶

Ｌ高橋の会員スピーチ

会場風景

Ｌ中川によるドネーションの発表

第 1380 回４月第一例会は、４月 14 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「4 月より
通常例会に戻す予定でしたが、12 日に京都市に
コロナ蔓延防止重点措置が発令され、やむなく
例会は食事なし（魚新のお弁当持ち帰り）とさ
せていただきました。
先日小旅行に出かけましたが、世間では多くの
方が出かけられており、コロナ慣れしている様
で、もう少し自粛しないといけなく感じました。
本日は、久しぶりのメンバースピーチを楽しみ
にしています。
後ほど、ライオンズクラブの一般社団法人化に
ついて検討して頂きますが、宜しくお願い致し
ます。」とのご挨拶が有りました。
お誕生日、結婚記念日、入会記念日の発表の後、
Ｌ民谷幹事より「一般社団法人ライオンズ 335-C
に向けての説明報告」が有り、元々作った京都
南 LC の社団法人を、335C 地区社団法人に変更す
る旨の説明をされたが、社団法人にする意味が
不明、各クラブが社団法人に成る時、全クラブ
が従うのか？今回は、年次大会で準備委員会を

立ち上げる決議を行う為の投票を行う等、例会
では不明な部分が多く安易に結論を行う訳には
行かなく、理事会にて詳しく検討する事となっ
た。
引き続き、Ｌ高橋のスピーチに移った。
話の内容は元大学教授らしく人間の心理に踏み
込んだ内容で「ダークマターやオカルト・気功・
霊 等を例に出し、人間とは矛盾した存在で、
たとえばお釈迦様が悟りを得られたと言われた
が、何を悟られたのかはおっしゃらない！！
等々人間とは如何なる存在かと云う難しいスピ
ーチであった。
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になり、帰
る際に仕出し弁当を受け取り帰途につきました。
記 Ｌ髙田 年雄

お誕生日おめでとうございます
4 月 26 日Ｌ沖潮 吉績
4 月 22 日 LL 加藤

惇子

ご結婚記念日お慶び申し上げます
4 月 26 日 Ｌ大橋
4 月 29 日 Ｌ谷口

正知 ＬＬ公子
忠武 ＬＬ美紀

（51 年）
（51 年）

入会記念日です よろしく
4 月 23 日 Ｌ秋江
4 月 24 日 Ｌ髙田
4 月 28 日 Ｌ伊藤

義弘（38 年）
年雄（28 年）
佳子（ 9 年）

ドネーション
合 計
累 計

￥
￥

60,000－
856,600－

Ｌ古川 耕一 ￥10,000- 本日のメンバーＬ髙
橋のスピーチお楽し
みです。
Ｌ谷口 忠武 ￥10,000- 結婚記念日を迎えま
す。
Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- 結婚記念日のお祝い
有難うございました。
Ｌ川島健太郎 ￥10,000- 桝中さんの再入会お
めでとう。髙橋さんの
スピーチ楽しみでし
た。
Ｌ髙橋 一馬 ￥10,000- 拙いスピーチで申し
訳ないですが、よろし
くお願いいたします。
Ｌ高田 年雄 ￥ 5,000- Ｌ髙橋スピーチあり
がとうございました
Ｌ為国 富子 ￥ 5,000- 新緑のきもちのいい
季節になりましたが
旅行にも行けず。
4 月定例理事会報告
日時
場所

令和 3 年 4 月 14 日（水）12：20～13:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
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加藤太、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
議長
Ｌ古川
議事録作成者 荒木
1．3 月定例理事会議事録の確認
添付資料にて確認
2．3 月月次決算
会計
添付資料にて確認、承認

3．4 月第二例会（地区年次大会振替例会）
(確認)
幹事
日時 4 月 24 日（土）
場所 ウェスティン都ホテル京都 西館
4Ｆ「瑞穂の間」
公式プログラム
大会テーマ
『 遊心 明るく 楽しく 元気よく 』
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
代議員
Ｌ秋江 Ｌ古川 Ｌ民谷
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
※晩餐会は中止となりました（4/12 決定）
確認
4．5 月第一例会
事業委員会
日時 5 月 12 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル
内容
4 月末に会長、幹事が検討、開催につ
いては一任
5．5 月第二例会（新緑例会）
幹事・計画委員会
日時 5 月 26 日（水）
場所
内容
後日検討
6．複合地区年次大会について（確認）幹事
日時 5 月 30 日（日）
場所 ウェスティン都ホテル京都
西館 4F 瑞穂の間
登録受付
11:30～12:50
代議員総会 13:00～13:45
式典
14:00～15:30
晩餐会
16:30～18:30
代議員登録 3 名Ｌ谷口、Ｌ民谷、Ｌ中川
確認
7．第 103 回国際大会（バーチャル開催）に
ついて
ＡＳＴ
日時 6 月 25 日～29 日（米国時間）
登録料 3 月 31 日まで 50 ドル、それ以
降 75 ドル
※オンライン登録が必要となる。
※近年参加の記録がないが、代議員とし
て投票権が 1 名分ある。
←京都洛陽ＬＣ Ｌ永田賢司の国際理
事への投票があるため地区より登録
の要請あり

3 月 31 日に 50 ドル（荒木クレジット
精算）で登録済み
投票についてはオンライン投票とな
るが、荒木が会長Ｌ古川に代わって投
票を行って もよいか、またＬ永田賢
司への投票を行ってもよいか。(2 年間、
335-C 地区各クラブは国際理事候補者
支援委員会運営資金としてメンバー
一人当たり月額 100 円、当クラブは合
計 55,200 円拠出済み）
ＡＳＴが代理で投票を行うこと、国際理
事選挙はＬ永田賢司に投票することを
承認
8．ホームページ制作について
会長・PR 委員長
レンタルサーバー契約済み
11,550 円／3 年
ドメイン名登録済み
2,035 円／1 年 kyonorth-lc.jp
ホームページ制作委員会開催
日時 4 月 16 日（金）16:00～
場所 京都北ＬＣ事務局
出席予定 Ｌ古川 Ｌ高田 Ｌ谷口
外注するか自制作かを検討、元メンバ
ーの村上様とＬ高田が打合せを予定
※諸事情により、上記打合せは延期
継続
9．来期駅伝大会参加記念品について
Ｌ長艸
昨年 1000 枚分の生地を購入、手刺繍済
み 671 枚、機械刺繍済み 180 枚、計 851
枚分を制作済みのため、せいらん福祉会
に保管中の未制作の生地はおよそ 150 枚
分となる。
来期記念品に流用出来るのは機械刺繍
済み 180 枚と、生地 150 枚となるため、
昨年同様 800 枚を寄贈するためには 500
枚分程度の生地の購入が必要となる。8
月には開催の可否が決定されると思わ
れるため、生地の発注はぎりぎりまで待
つ。今期、トートバッグへの白百合会の
手刺繍は行わないことを 3 月理事会にて
決定。白百合会より代替品の発注の依頼
あり。
※白百合会理事長楠本様、諸事情により
京都洛北ライオンズクラブを 3 月末で
退会とのこと
機械刺繍済みの 180 枚はせいらん福祉会に
てトートバッグに縫製をする
8 月までに白百合会への代替品の発注につ
いては決定する
継続

10．
「一般社団法人ライオンズ 335-C」に向け
ての説明会報告
幹事
別紙参照
日時 4 月 2 日（金） 14:00～16:00
場所 リーガロイヤルホテル京都 2F
「朱雀の間」
出席 Ｌ古川 Ｌ民谷 Ｌ谷口
Ｌ民谷、Ｌ谷口より説明会の報告があり、
後日年次大会代議員総会での京都南ライ
オンズクラブの一般社団法人 335-C への名
称変更の一般決議事項は取り下げる連絡
が地区ガバナーよりＬ民谷に連絡があっ
たことが報告された。一般決議事項に、
「準
備委員会」の設立が決議されるとのことで
あるが、「検討委員会」ではなく「準備委
員会」であれば、設立が前提となるので当
クラブとしては、代議員総会では反対の立
場を取ることを決定。承認された。
11．会員増強について
会長・会計
桝中俊良様の再入会の件、会員区分につ
いて確認
4 月から再入会を承認、会員区分について
はＬ古川よりＬ桝中に確認する。
12．来期会長スローガンについて 次期会長
「誇りの奉仕と愛しむ仲間」
Ｌ谷口より次期会長スローガンの発表と説
明があり承認された。
詳しくは、第 1 回準備委員会にて再度説明
予定。
13．その他
幹事
特になし
14．5 月定例理事会、第 1 回準備理事会につ
いて
日時
5 月 12 日 （ 水 ）
例会終了後
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル
京都
※ただし、暫定、例会が中止の際は、会長、
幹事にて再検討し事務局より配信する

会 合
4 月 16 日（金）ホームページに関する打合せ
出席 Ｌ高田
4 月 23 日（金）PR 委員会（書面）
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ川島 Ｌ加藤太一

Ｌ小島良道より
メンバーのＬ小島良道が京都北ライオンズクラ
ブ名入りのマスクケースを制作され、全メンバ
ーへプレゼントしてくださいましたので、同封
させていただきます。
「良かったら使ってください。」とのことです。
マスクが手放せない今、大変便利な贈り物をあ
りがとうございます。
幹事 Ｌ民谷
渉
5 月第一例会について

Ｌ小島良道が京都北ライオンズクラブ名入りのマス
クケースを制作され、全メンバーへプレゼント

開催の可否を会長、幹事にて検討いたしますの
で、ご案内についてはしばしお待ちいただけま
すようお願い申し上げます。
幹事 Ｌ民谷
渉

前例会出席率

前例会

メンバー

出席

欠席

メーキャップ

終身会員

4 月 14 日

26 名

19 名

7名

3名

7名

出席者

特別会員

4名

出席率

ホーム例会
出席率

100%

80％

Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ大森 Ｌ大橋 Ｌ奥野 Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ川島
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桝中 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民谷
Ｌ髙田
Ｌ大森

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
よく趣味は何ですか？と聞かれます。その度に私の趣味はなにかな？と考えますがこれと
いった決まった趣味がなく、いろいろなことに手を出して、中途半端に終わってしまうタイ
プですので、読書か音楽鑑賞とかでごまかしています。最近は歳のせいかこれからの人生の
楽しみとしての趣味は・・・？と考えてしまいます。コロナウィルスの感染拡大で自宅時間
（自分時間）が増えると何をして過ごそうか？と思うのですが、結局は特に決まったことを
するわけでなくダラダラ、適当に過ごして終わり！というのがパターンです。これから見つ
けるのも面倒なので、今一番好きな事は？と自問自答したら、答えは「お酒を飲むこと」で
した。
「お酒を飲む」ではなく「お酒を楽しむ」のを心掛けて、アル中にならないように気を
付けて趣味を楽しみます。
記 加藤 太一

