第 1388 回 8 月第一例会報告
回 3 月第一例会報告

Ｌ谷口会長の挨拶

Ｌ古川前会長乾杯の発声

ノンアルコールでの乾杯

東 みどり様のピアノ演奏

第 1388 回 8 月第一例会（納涼同伴例会）は 8 月
11 日（水）ＡＮＡクラウンプラザホテル京都平安の
間で開催されました。
昨年の 10 月第二例会ぶりの同伴例会は、
蔓延防止等
重点措置のガイドラインに則り1テーブル4名以下、
ノンアルコールでの開催となりました。
会長Ｌ谷口による開会のゴング後、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」を静聴し、会長挨拶となりました。
会長からは、
「コロナ、大雨、台風と大変なことばか
りで気が滅入ることが多いですが、同伴例会を開催
しました。長い間開催することが出来ませんでした
が、絆を深めるためにも何としても同伴例会は必要
と思い、開催を決めました。いつ終息するのかわか
らない状況ですが、しっかりがんばっていきましょ
う。
」とご挨拶がありました。続きましてＬＴＬ長艸
よりお誕生日、結婚記念日、入会記念日の発表があ
り、ＴＴＬ髙橋よりドネーションの発表及び報告が
行われ、閉会のゴングとなりました。
少しの休憩をおき、計画委員長Ｌ長艸の司会で懇親

会が始まりました。第一副会長Ｌ古川より「久しぶ
りの同伴例会です。Ｌ髙田にご尽力いただき、クラ
ブのホームページが完成しました。何年か前にも制
作に動きましたが個人情報のことなどで頓挫して
しまった経緯がありましたが、今回は素晴らしいホ
ームページが出来ました。新入会員へのＰＲとなる
と思いますのでぜひ活用してください。
」とご挨拶
があり、ノンアルコールドリンクで乾杯となりまし
た。
静かにお食事をいただき、デザートが始まるころに、
ピアニストの東 みどり様が登場されました。
「星
に願いを」
、
「エリーゼのために」
、
「ハバネラ」
、
「サ
マータイム」
、
「スペイン」を、オリジナルのリズム
やアレンジで演奏され、会場はとても華やかな雰囲
気に包まれました。アンコールにもお応えいただき
とても楽しい時間を過ごし、閉宴の挨拶となりまし
た。Ｌ谷口より「このような時でしたので、少し寂
しい参加者数ではありましたが、また会える日を星
に願いをこめて。
」とご挨拶があり閉宴となりまし
た。
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Ｌ谷口 忠武 ￥15,000- 久しぶりの同伴例会が開
けました。御協力に感謝。
Ｌ加藤 二郎 ￥10,000- 納涼同伴例会、難しい中
でご苦労様です。
Ｌ佐々木従久 ￥10,000- 結婚記念日のお祝い有難
うございます。
ＬＬ石川和子 ￥10,000- 久しぶりに皆さまにお会
いしうれしいです。今日
は有難うございます。
Ｌ古川 耕一 ￥10,000- ゲスト東様ピアノコンサ
ート楽しみです。
Ｌ為国 富子 ￥ 5,000- 二年ぶりの納涼同伴例会
開催ありがとうござい
ます。
Ｌ髙橋 一馬 ￥ 5,000- コロナに気を付けて楽し
い例会になりますよう
に。
8 月定例理事会報告
日時 令和 3 年 8 月 11 日（水）16:00～17:10
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
平安の間
出席者 Ｌ谷口、Ｌ古川、Ｌ民谷、Ｌ中川、
Ｌ長艸、Ｌ髙橋、Ｌ加藤二郎、Ｌ髙田、
Ｌ石川、Ｌ佐々木 Ｌ川島
欠席者 Ｌ滝川、Ｌ秋江、Ｌ沖潮、Ｌ為国、
Ｌ伊藤、Ｌ小島、Ｌ宮崎、Ｌ加藤太一
議長
Ｌ谷口
議事録作成者 荒木
1．前回議事録確認
別紙にて確認
2．7 月月次決算
財務委員長
別紙にて確認・承認
3．8 月第二例会について
総務委員長
日時 8 月 25 日（水）12:30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容 開催の場合、メンバースピーチを予定。
検討の結果中止を決定、承認
4．9 月第一例会について（長寿例会）ＰＲ委員長
日時 9 月 8 日（水）12:30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都

内容 75 歳以上のメンバーに記念品を準備
添付資料のとおり、対象の７５歳以上のメ
ンバーの方へ一言寄稿をお願いし、会報誌
に掲載を予定。
上記承認、例会開催の可否については、会長、幹
事に一任
ＰＲ委員会担当の例会の際にスクリーンに画面
を投影しながらホームページの紹介を 行って
ほしいという要望があった。
5．9 月第二例会について(ガバナー公式訪問例会)
幹事
日時 9 月 8 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル
懇談会 10:30～12:00 朱雀の間
出席 会長、幹事
集合時間 10:00
例会
12:15～13:00
内容 食事なし、ＴＴタイムなし、お弁当持ち
帰りとなる予定
詳細は 8 月正副幹事会で検討後、9 月理
事会にて報告予定、メンバーへのご案内
は理事会前に配信予定
※公式訪問例会は中止
6．10 月第一例会について
事業委員長
日時 10 月 13 日（水） 12:30～
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
内容 国際平和ポスターコンテスト審査
継続
7．10 月第二例会について（結成 58 周年同伴例会）
計画委員長
日時 10 月 27 日（水） 17:30～
場所 未定
内容 未定
開催するのであれば第九の会をご招待したいが、
コロナの関係でお招きできない場合には他の案
を提案する。
8．地区スペシャルティクラブ・ＦＷＴ委員より報
告
Ｌ中川
きょうと「こどもみらい笑顔便」について
京都市、京都市社会福祉協議会と３３５－Ｃ地区
ＦＷＴ委員会で行う、支援を必要とする家庭への
食糧支援
次回は左京区の５０世帯を対象に支援予定
8 月 28 日（土）宝ヶ池にあるプリンスホテルが
場所を提供し仕分け作業を行う予定
京都北ＬＣとして、20,000 分程度の食糧支援、
トートバッグ、シャーペン 50 セットの支援を承
認

※新型コロナウィルス感染拡大を受け 8 月 18 日
のＦＷＴ委員会にて中止を決定
9．京都府交通安全協会支援について小島代ＡＳＴ
別紙、デザイン、見積書参照
贈呈式出席要請 会長、Ｌ小島
贈呈式の日程については未定、決定次第、調整
予定
別紙にてデザイン画像、価格を確認、
1、2 どちらかで、Ｌ小島に一任することを承認
10．３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会について
幹事
日時 11 月 11 日（木）
場所 瀬田ゴルフクラブ 東コース
プレー代 11,250 円（昼食付・税込）
スタート 8:00（OUT IN 同時）
詳細については、9 月正副幹事会にて決定予定。
確認
11．Ｌ奥野お見舞いについて
幹事
クラブ規定により、ご入院中のＬ奥野へ見舞い
金 10,000 円の贈呈を提案
承認
12．その他
幹事
・3R1Z 正副幹事会（ＷＥＢ会議）
日時 8 月 17 日（火） 18:00～
出席予定 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一
・地区スペシャルティクラブ・ＦＷＴ、地区青少
年育成合同委員会（確認）
日時 8 月 18 日（水） 13:00～15:00
場所 リーガロイヤルホテル京都
2F 「サロン ﾄﾞ シャルム」
出席予定 Ｌ中川
・8 月 19 日（木）335-C 地区一般社団法人設立準
備委員会（確認）
場所 リーガロイヤルホテル京都
地下「音羽」
出席予定 Ｌ谷口
・第 1 回ガバナー諮問委員会（確認）
日時 8 月 27 日（金）14:00～
場所 ザ・プリンス京都宝ヶ池
Ｂ1Ｆ「ローズルーム」
出席要請 Ｌ中川 Ｌ谷口 Ｌ古川 Ｌ民谷
※8/18 書面会議となることが決定
・335 複合地区ＬＣＩＦセミナー
日時 9 月 13 日（月）14:00～16:00
場所 ホテル日航大阪 5F 「鶴の間」
登録料 3,000 円
出席要請 会長、幹事、クラブ LCIF コーディ

ネーター
上記確認、承認
その他、Ｌ谷口より、第 2 回一般社団法人設立準
備委員会の報告があった。
法人と地区の 2 本立ては認められず、全てのクラ
ブが構成員にならないといけないことがわか
った。設立手続については、法律上要件さえ揃
えて届ければ成立する。認可ではなく準則主義で
あり、権利能力のない社団も全員社員になること
ができる。社員になりさえすれば、中身は今まで
と同じである。次回は定款案の提出を予定してい
る。
16．次回 9 月定例理事会及び委員長会議について
日時 9 月 8 日 14:00～
場所
※ 9 月第一例会中止を受け、理事会は事前に会長、
第一副会長、幹事で検討後、文書にて書面理事会を
開催することを決定。
（8 月 23 日）
会 合
8 月 17 日（火）3R1Z 正副幹事会
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一
8 月 18 日（水）地区スペシャルティクラブ・ＦＷＴ、
地区青少年育成合同委員会
出席 Ｌ中川
8 月 19 日（木）335-C 地区一般社団法人設立準備委
員会
出席 Ｌ谷口
8 月 24 日（火）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
8 月 27 日（金）3R1Z ガバナー諮問委員会（書面）
出席 Ｌ中川 Ｌ谷口 Ｌ古川 Ｌ民谷
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Ｌ加藤二郎 Ｌ佐々木 Ｌ髙田 Ｌ髙橋 Ｌ谷口 Ｌ民谷 Ｌ為国 Ｌ長艸
Ｌ沖潮
Ｌ石川
Ｌ民谷
Ｌ大橋
Ｌ大森

Ｌ加藤太一 Ｌ小島 Ｌ滝川 Ｌ中川
Ｌ沖潮 Ｌ加藤二 Ｌ加藤太 Ｌ小島 Ｌ佐々木 Ｌ滝川 Ｌ髙橋
Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川
Ｌ髙田
Ｌ奥野 Ｌ川島 Ｌ永田 Ｌ宮崎

編集後記
誰かが「趣味は銀行での通帳記入」と云ったそうだ。
私も脱サラ後自分で仕事を始めてみて、お金を貯めることの楽しさを知った。
通帳に刻まれていく数字は、自立の証しでもあったか。考えてみれば預金通帳は、お金から見た
個人史・家族史でもある。過去の通帳を保存している方もおられるか・・・。
ともかく、お金のことばかりに執着してはいけませんね。
記 大橋 正知

