一年を振り返って
離任のご挨拶
ライオンズ国際協会 3 3 5 — C 地区
3R1Zゾーン.チェアパーソン
秋江 義弘
地区役員の指名を頂き一年が経過いたしました。
地区ガバナーの意向を踏まえ、3R1Z 4クラブに伝えて行く役目の中で様々な
受け取り方や考えの違いが見られて、調整努力を致しました。地区役員の選
出方法や、LC IFの取り扱いや、その理解に於いても異なり、キャビネット
との調整や問題点を浮き彫りにした一年でした。又、コロナ禍の制約の中で、
ゾーン.チヱアパーソンの事業にご協力を頂き、コロナ対策支援金を京都市
を通じて協力させて頂いた事を厚くお礼申し上げます。
多くのゾーンのライオンズの方々とお目にかかり、それぞれに立派に活動さ
れていることを知り、理解を深めさせて頂くことが出来ました。但し、コロ
ナ感染症の拡大により、ふれあいボウリング大会や知的発達障がい者の方々
との交流が出来なかった事は残念でした。
一日も早く交流が明るく、楽しく出来る事を願って、ご挨拶と致します。

離任のご挨拶
会長

古川 耕一

昨年７月に第57期が発足いたしましてより例会を開催致しました記録を見
てみますと合計11回でした。コロナ禍によりクラブ例会行事等の自粛にて何
も出来なかった１年間でした。
今期のスローガンの「ふれあい•良き友との出会いに感謝」ふれあい事業を
中心とするアクティビティにてのふれあいも出来ませんでした。
寂しい一年でした。
コロナが一日も早く収束致しまして活気あるクラブ活動が戻りますよう願
うばかりです。
今期の目標としておりましたクラブのホームページの立ち上げ制作につき
ましてはL高田と元会員の村上滋克様の御尽力にて何とか6月中にスタート
する事が出来ます。
内容の詳細につきましては会員皆様の御意見を頂きながら進めてまいりま
す。
ホームページはクラブ情報の発信と会員募集の強力な資料となる事と思い
ますので忌憚のないご意見をお願いいたします。
継続アクトのメインであります女子駅伝での記念品のトート一バックの製
作につきましてはL長艸の御尽力にて白百合会様にて刺繍を、せいらん福祉
会様にて縫製を依頼致しまして進行中です。今期の唯一のアクトに感謝で
す。
クラブ活動も制限された１年でしたがメンバー全員が志を一つにしてウィ
サ一ブを進めたいと存じます。
今期一年のクラブ活動にご協力ありがとうございました。

離任のご挨拶
幹事

民谷 渉

2020年7月という新型コロナウィルスの影響が大きく出ていた時期に、幹事
に就任することになりました。
長年、京都北ライオンズが続けてきた活動を次々と中止せざるを得ず、苦
渋の判断を迫られることになりました。1年間ほとんど何もできない状況が
続き、無力感を感じる毎日でしたが、会員の皆様にはいつも温かい声をか
けていただき、とても嬉しかったことが印象的です。
来期は、ワクチン接種も進んで、例会も、徐々に元通りになっていくでし
ょうか。
今後ともよろしくお願いします。

離任のご挨拶
第一副会長
第二副会長

滝川 太郎
長艸 敏明

本年は昨年に引き続きまして厳しき情勢の中での一年でした。例会予定の
約半分が中止となり例会は行ったが昼食を取り止めたのが4回。3 R1Z合同
例会も2回が出来ず、ガバナー公式訪問例会も無くなり誠に残念な一年でし
た。アクティビティの大半。女子駅伝。京都マラソン。ふれあいボウリン
グ等金銭労力の奉仕も出来ず誠に残念な一年でした。只皆さんが健康で過
ごされているのがなによりでございます。来年度も直ぐには元には戻れま
せんが何とか京都北ライオンズクラブの発展隆昌に力を注いで行きたく思
います。

離任のご挨拶
会計 中川 朋子
今期は言うまでもないコロナ禍、例会もなかなか行えず諸行事も中止とな
り、クラブにとって歯痒い一年でした。
ともあれ、57期は終了です。皆様、お疲れ様でごさいました。
早く事態が落ち着き、我がクラブにも普段通り例会や事業を行う日常が戻
ってきますように！

第 1383 回 5 月第二例会報告
第 1384 回 6 月第一例会報告

新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣
言発出中の為中止となりました。

6 月お誕生日おめでとうございます
6 月 8 日 LL 佐々木典子
入会記念日です。よろしく
6 月 27 日 Ｌ谷口

忠武（40 年）

次期役員理事推薦の件
5 月 26 日（水）11:30 より、現会長、幹事、次
期会長、次期幹事、次期計画委員長の出席の下、
事務局にて準備理事会に向けて打合せを行いま
した。
出席 Ｌ古川 Ｌ谷口 Ｌ民谷 Ｌ長艸
その席上で、次期会長Ｌ谷口より、現在欠員と
なっている次期役員理事 2 年目の枠にＬ宮崎健
次を推薦したい旨提案がありました。
後日、書面にて準備理事会を開催し、3 月第二例
会において選出された次期役員の皆様より承認
を得ましたので、本会報誌にてメンバーの皆様
へお諮りいたします。
本来であれば、例会において指名、翌例会にて
選挙という手順ではございますが、誌面にて皆
様へお諮りさせていただきます。
ご意見のございます方は、6 月 30 日までにＬ谷
口までご連絡願います。ご意見のない場合には
承認とさせていただきます。
5 月定例理事会報告（書面）
日時 令和 3 年 5 月 12 日（水）配信
出席者 Ｌ古川、Ｌ石川、Ｌ長艸、Ｌ民谷、
Ｌ中川、Ｌ谷口、Ｌ伊藤、Ｌ沖潮、
Ｌ加藤二郎、Ｌ加藤太一、Ｌ佐々木、
Ｌ髙橋、Ｌ秋江
欠席者 Ｌ小島、Ｌ髙田
議長 Ｌ古川
議事録作成者 荒木
1．1．4 月定例理事会議事録の確認
書面にて確認

2．4 月月次決算
会計
書面にて確認、承認
3．5 月第二例会（新緑例会）幹事・計画委員会
中止、会長、幹事に一任が多数
中止を決定
4．6 月第一例会
事業委員会
コロナの状況で判断となるが中止、会長、幹
事に一任が多数
会報誌で近況報告などを掲載し例会の替わり
としてはとの意見があった。
中止を決定
5．6 月第二例会（引継例会）幹事・計画委員会
コロナの状況にもよるが、開催した方が良い
という意見が多数
理事会の意見を検討の結果、食事なしで開
催を決定
6．複合地区年次大会について
5 月 30 日（日）ウェスティン都ホテル京都
にて予定されていましたが、中止
代議員登録 Ｌ谷口 Ｌ民谷 Ｌ中川
代議員投票は郵送にて行われる予定
確認
7．来期駅伝大会参加記念品について
Ｌ長艸
来期、大会が中止となっても再来年に回せ
るデザインで、トートバッグへ刺繍をするこ
とを提案。保管中の生地から制作を開始した
い。
制作を承認、詳細についてはＬ長艸に一任
8．故Ｌ安藤忠雄の会費について
会計
昨年 11 月に亡くなられたとのお知らせを 4
月末にご家族より受けたため、退会の手続き
が 4 月末となり、亡くなられてから 4 月末ま
での間、複合地区会費、地区会費等が発生し
ている。（終身会員のため国際会費は発生せ
ず）会費は、2020 年 12 月末までの分しかいた
だいておらず、1 月から 4 月末までは未納とな
っているが、上記会費 9,641 円をクラブ負担
とし、ご家族へ未納分の会費の請求を行わな
いことを提案する。
クラブ負担とすることを承認
9．「薬物乱用少年更生対策活動」拠出金のお願
い
幹事
キャビネットより上記のお願いが届いている。
例年 5，000 円を拠出している。
拠出を承認

10．会員増強について

会長・会計
特になし

11．その他
幹事
・5 月 3Ｒ1Ｚ正副幹事会
日時 5 月 18 日に議案書発送予定
※書面会議
対応 Ｌ民谷 Ｌ加藤太
・2020～2021 年度 第 4 回キャビネット会議
日時 6 月 3 日（木） 16:00～17:15
場所 ウェスティン都ホテル京都 西館 4F
瑞穂の間
出席予定 Ｌ秋江
・2021～2022 年度 キャビネット予備会議
日時 6 月 8 日（火） 14:00～16:00
場所 リーガロイヤルホテル京都 2F
春秋の間
登録料 2，000 円
出席予定 Ｌ中川（次期ＦＷＴ委員）
確認
12．6 月定例理事会、第 1 回準備理事会について
後日配信予定
準備理事会（書面）報告
日時 令和 3 年 6 月 7 日（月）配信
出席者 Ｌ谷口、Ｌ古川、Ｌ滝川、Ｌ民谷、
Ｌ中川、Ｌ長艸、Ｌ髙橋、Ｌ加藤二郎、
Ｌ秋江、Ｌ沖潮、Ｌ為国、Ｌ伊藤、
Ｌ石川、Ｌ佐々木
欠席者 Ｌ髙田、Ｌ小島、Ｌ加藤太一
議長 Ｌ古川
議事録作成者 荒木
1．次期役員理事の増員について
Ｌ谷口
次期役員の理事二年目の枠が 1 名欠員とな
っており、Ｌ宮崎健次を推薦したい。
承認
2．委員会構成について
Ｌ谷口
別紙にて確認、承認
3．次期例会予定について
Ｌ民谷・Ｌ長艸
別紙にて確認、承認
4．次期予算案について
Ｌ中川
別紙にて確認、承認
会

合

6 月 3 日（木）第 4 回地区キャビネット会議
出席 Ｌ秋江
6 月 9 日（水）第 4 回ＧＭＡパイロットチーム拡
大会議
出席 Ｌ中川
6 月 21 日（月）第 4 回ガバナー諮問委員会
出席 Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ古川 Ｌ民谷

6 月 18 日（金）PR 委員会（書面）
出席 Ｌ髙田 Ｌ大橋 Ｌ川島
お知らせ
335-C 地区テレビ番組協賛について
放映日 7 月 18 日（日）19:00～
番組名 【報道特別番組「ふるさとフェイス～
あちこち京都」（115 分）
】
放送局 KBS 京都
京都北ＬＣも番組に協賛しています。6 秒間との
ことですが当クラブの写真が放映されます。宜
しければご覧ください。

7 月第一例会について
第 58 期初例会となる 7 月第一例会の開催につい
ては、6 月 23 日の例会後に準備理事会を開催し
決定致します。決まり次第、ご案内させていた
だきます。
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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川島 Ｌ永田 Ｌ宮崎

Ｌ滝川

編集後記
この一年、コロナ蔓延防止対策が発令される中、例会も開けない状態が続いています。
会報誌発行も惰性の如く作成し、中々皆様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ホームページは年度末ギリギリになりましたが、準備が整いました。
アドレスは
http://kyonorth-lc.jp ですのでご確認ください。
まだ大枠しか出来ていませんが、7 月中には完成の予定ですので、ご期待ください。
記 髙田 年雄

