就任のご挨拶
京都北ライオンズクラブ
第５８期会長 谷口 忠武
今期、会長を務めることとなりました。どうぞよろしくお願いします。
会長スローガンを『誇りの奉仕と愛しむ仲間』としました。京都北ライオンズクラブのメインア
クトである「ふれあい広場活動」
（知的発達障がい者支援）をより確かなものに育てる努力をし
たいと考えています。その為には、メンバーが互いに「愛しむ」心を育てることが大切です。
私が入会したころは、９０人ほどのメンバーを擁していました。１回目の会長を務めたときには、
４２名に減ってしまっていました。今回２回目の会長ですが、２０人台にまで減っています。
ＰＲ委員会が新しく始めたホームページを活用し、私たちの奉仕活動に理解のあるメンバーの増
強に努めたいと思います。
お互いに頑張りましょう。

第一副会長 古川 耕一
第 58 期のスタートです。谷口会長に再登壇をお願い致しました。前期は何も出来なかった
１年間でした。今期も多難なスタートになると思いますが谷口会長をサポートさせて頂きます。
まだまだコロナ禍のなかでの制限されたクラブ活動になりますが、我がクラブには素晴らしいア
クトがございます。微力ではございますが尽力させて頂きます。

第二副会長 滝川 太郎
今期も前半はまだまだコロナの影響を受け、例会・アクティビティ共自粛及び縮小を余儀なく
されそうですが、谷口新会長を筆頭に少しでも事業を行えたらと思います。
１年間よろしくお願いいたします。

幹事 民谷

渉

前期から引き続き、幹事を務めることになりました。
２０２０年６月からの１年間は、新型コロナウイルスの影響で、ほとんど活動らしい活動ができ
ませんでした。長年にわたって、先輩ライオンが作り上げてこられた活動も、軒並み中止にせざ
るを得ませんでした。
幹事としての活動をほとんどしないままに１年間が終わったということもあり、今期の幹事にも
就任させていただきました。伝統ある京都北ライオンズクラブの活動を維持できるよう、微力な
がら頑張りたいと思います。
１年間、よろしくお願いします。

会計 中川 朋子
本年度も会計をさせていただくことになりました。
皆様、引き続き、クラブのお金はめりはりをつけて使ってください。
（会計にあたっては、いつもこのことを申し上げることにしています。
）

第 1385 回 6 月第二例会報告
回 3 月第一例会報告

Ｌ古川最後の会長挨拶

永年在籍者へ記念品

新旧会長引き継ぎ

二期続けての幹事

二期続けての会計Ｌ中川

Ｌ谷口新会長閉会のゴング

第 1385 回 6 月第二例会（引継例会）は、前二回
の開催が、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急
事態宣言発出のため、開催の中止を余儀なくされて
いましたが、今回、久し振りに開催されました。会
員の皆様もお喜びになっていたのではないかと思

います。会長Ｌ古川の開会のゴングと君が代、ライ
オンズクラブの歌、京都北ライオンズクラブの歌を
静聴し、会長より久し振りの例会が開かれて良かっ
たと思います。今回、会長としての最後の会ですと
の挨拶がありました。

永年在籍者「45 年Ｌ加藤 二郎・40 年Ｌ谷口 忠武・
30 年Ｌ長艸 敏明・15 年Ｌ中川 朋子・10 年Ｌ古川
耕一」への記念品贈呈が行われました。地区出向役
員 3Ｒ1Ｚゾーン・チェアパーソンＬ秋江 義弘の退
任挨拶および花束贈呈・ＭＪＦ記念品贈呈が行われ
ました。
引継行事として、現三役の挨拶で、会長は、新型コ
ロナの影響で例会も満足にできなかったけれど、無
事に引継ができてよかったと感謝をする旨の挨拶
をされ、幹事、会計も謝辞を述べられ、花束の贈呈
がありました。引き続き新三役「会長Ｌ谷口 忠武・
幹事Ｌ民谷 渉・会計Ｌ中川 朋子」の挨拶があり、
新会長は、クラブ発展に尽力し会員の協力をお願い
され、幹事・会計は、前年度に引き続きであるが、
宜しくお願いします旨の挨拶をされました。
次期財務委員長Ｌ中川 朋子より、次年度収支予算
案の説明があり承認されました。次に、次期計画委
員長Ｌ長艸 敏明より、次年度例会行事予定案の説
明があり承認されました。
ドネーション発表および報告が、ＴＴＬ髙橋および
会計Ｌ中川よりされ、
「また会う日まで」を静聴し、
会長Ｌ谷口のゴングでお開きとなり、前回に引き続
き仕出し弁当を頂いて帰りました。
記 Ｌ髙橋 一馬
7 月お誕生日おめでとうございます
7 月 20 日Ｌ宮崎 健次
7 月 22 日Ｌ青山 幸夫
入会記念日です。よろしく
7 月 9 日 Ｌ沖潮
7 月 11 日 Ｌ青山
7 月 11 日 Ｌ大森
7 月 11 日 Ｌ加藤
7 月 11 日 Ｌ小島
7 月 13 日 Ｌ為国
7 月 28 日 Ｌ長艸

吉績（10 年）
幸夫（ 2 年）
將丈（ 2 年）
太一（ 2 年）
良道（ 2 年）
富子（ 8 年）
敏明（31 年）

ドネーション
合 計
累 計

￥
￥

115，000－
971，600－

Ｌ古川 耕一 ￥20,000- なにも出来ない一年間で
した。来期谷口会長よろ
しく御願い致します。

Ｌ谷口 忠武 ￥10,000- 今期御苦労さまでした。
来期よろしく。
Ｌ加藤 二郎 ￥10,000- Ｌ古川会長ご苦労様でし
た。Ｌ谷口次期よろしく
お願いします。
Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- 地区出向無事果たすこと
が出来ました。有難うご
ざいました。
Ｌ長艸 敏明 ￥10,000- 1 年間お疲れ様でした。
新たな一年宜しくお願
い致します。
Ｌ大橋 正知 ￥10,000- 古川会長、ご苦労（？）
さまでした。これからは
趣味のゴルフ・読書・音
楽を楽しんで下さい。
Ｌ石川 耕三 ￥10,000- 1 年間御苦労様でした。
何も出来なかったです
ね。年内では何とか終息
を願っています。
Ｌ滝川 太郎 ￥10,000- 1 年間お疲れ様でした。
谷口新会長をはじめ新
役員の皆様 1 年間よろし
くお願いします。
Ｌ為国 富子 ￥10,000- 役員の皆様コロナの中お
疲れさまでした。
Ｌ髙橋 一馬 ￥10,000- 前会長Ｌ古川おつかれ様
でした。新会長Ｌ谷口よ
ろしくお願いいたしま
す。
Ｌ中川 朋子 ￥ 5,000- 今期無事終わりそうです。
来期もよろしくお願い
します。
6 月定例理事会報告
日時 令和 3 年 6 月 23 日（水）11:45～
場所 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滝川、Ｌ長艸、Ｌ民谷、
Ｌ中川、Ｌ谷口、Ｌ髙田、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伊藤、Ｌ沖潮
議長
Ｌ古川
議事録作成者 荒木
1．5 月定例理事会議事録の確認
別紙にて確認
2．5 月月次決算
会計
別紙にて確認、承認

3.地区宅食事業 第 3 回京都こどもみらい笑顔便
協力依頼について
ＡＳＴ
上京区の経済的な課題や生活等に困難を抱える
世帯への食料等支援 40 セット
※第 2 回事業はトートバッグとボールペンを寄
贈同様にトートバッグ、ボールペンの寄贈を提
案
6 月 25 日（金）9:30～12:00 に「ひと・まち・
交流館」
（河原町六条）へ要持参
支援を承認、荒木が納入
4．ホームページの件
Ｌ髙田
大枠はアップ済みであるが、入会のお誘いの文面
を 6 月中に検討して欲しい。
メンバー紹介の項で、掲載する個人情報
について全メンバーに確認書を配信する。
5．Ｌ桝中退会の件
会長
体調不良により 6 月末の退会を承認
6．その他
・6 月 3R1Z 正副幹事会（確認）
日時 6 月 25 日（金）18:00～19:00
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
Ｂ1 四川料理「蜀江」
※会議のみ、食事なし
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一
・第 4 回ガバナー諮問委員会（報告）
日時 6 月 21 日（月）14:00～15:00
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
出席 Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ古川 Ｌ民谷
上記確認
第 2 回準備理事会報告
日時 令和 3 年 6 月 23 日（水）11:45～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
嵯峨の間
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髙田、Ｌ宮崎、Ｌ加藤太一、
Ｌ石川、Ｌ佐々木 Ｌ川島
欠席者 Ｌ沖潮、Ｌ為国、Ｌ伊藤、Ｌ小島
議長
Ｌ谷口
議事録作成者 荒木
1．前回議事録確認
書面にて確認
2．7 月第一例会について
幹事
日時 7 月 14 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都

内容 奉告祭について
12:15～奉告祭、12:30～通常例会とする事を承認
3．7 月第二例会について
幹事
3Ｒ1Ｚ合同初例会の予定
開催の可否は次期ＺＣＬ山本勝己の判断の後正
副幹事会が決定することとなる。
日時 7 月 27 日（火）時間未定
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
当番クラブ 京都橘ＬＣ
開催を前提でメンバーへ配信する
4．その他
・第 5 回ＧＭＡパイロットチーム拡大会議
日時 7 月 27 日（火） 15:00～17:00
場所 リーガロイヤルホテル京都 2Ｆ「朱雀」
出席予定 Ｌ中川
当クラブが地区スペシャルティクラブに
指名されている。ＦＷＴ委員会の活動に於
て、当クラブへ支援要請がある可能性あり。
5．次回 7 月定例理事会及び委員長会議について
日時 7 月 14 日 14：00～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
嵯峨の間
※次期事業の件、五役の皆様よりご挨拶、各委員長
からの方針説明、記念品の報告は 7 月定例理事会
の議題とさせていただきます。
ＣＭ協賛のお知らせ
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。
Ｌ永田 賢司国際理事就任のお知らせ
第 103 回バーチャル国際大会において、京都洛陽Ｌ
ＣのＬ永田 賢司が国際理事として承認されました。
会 合
6 月 25 日（金）3R1Z 現・次期引継正副幹事会
次期正副幹事会
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一

7 月 9 日（金）PR 委員会（書面）
出席 Ｌ川島 Ｌ加藤太 Ｌ髙田 Ｌ大橋
Ｌ為国 Ｌ小島
7 月 9 日（金）第 57 期会計監査
出席 Ｌ中川 Ｌ大橋 Ｌ川島

同好会だより
前年度入会者の皆様です。
追って、ご案内を事務局より配信致します。今年度、
新たにご入会を希望される方は事務局までご連絡
ください。
◎ゴルフ同好会
Ｌ青山 Ｌ石川 Ｌ伊藤 Ｌ大橋 Ｌ大森
Ｌ加藤太一 Ｌ川島 Ｌ小島 Ｌ髙田 Ｌ滝川
Ｌ谷口 Ｌ長艸 Ｌ永田 Ｌ古川 Ｌ宮崎
◎ 囲碁同好会
Ｌ佐々木 Ｌ谷口

前例会出席率
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出席率 ホーム例会
出席率

4名
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Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ大橋 Ｌ加藤二郎 Ｌ加藤太一 Ｌ川島 Ｌ佐々木 Ｌ滝川
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

正会員
特別会員
終身会員

Ｌ秋江
Ｌ谷口
Ｌ伊藤
Ｌ青山

Ｌ石川
Ｌ民谷
Ｌ大橋
Ｌ大森

Ｌ沖潮
Ｌ為国
Ｌ髙田
Ｌ奥野

Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ小島 Ｌ佐々木 Ｌ滝川 Ｌ髙橋
Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川
Ｌ桝中
Ｌ川島 Ｌ永田 Ｌ宮崎

編集後記
名前だけの委員長ですよ、と引き受けましたが責任は感じています。
PR 委員会は今のクラブでは要であり大切です。少数会員となった京都北ＬＣは固い絆があると思
います。
PR 委員会に対してもクラブ全体で意見・提言をしていただきたいと思います。
クラブ活性化には広報の充実や何か面白い委員会の企画が出来ると楽しいかなと
空想しています。みんなで実現に努力しましょう。
記 川島 健太郎

