
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言

発令中につき中止 

 

 アワードにエントリーしています！  

 

国際協会よりライオンズクラブ国際協会「思いやり

は大切なこと」奉仕アワードの募集の案内が届き、

当クラブは「知的発達障碍者支援事業『ふれあい広

場』」でエントリーを致しました。335複合地区で

審査が行われそこで選出されたクラブが国際協会

の審査へと進みます。 

以下に、エントリーシートの記載内容を転載いたし

ます。この一年余り、ふれあい活動も休止を余儀な

くされていますが、メンバーの皆様とメインアクト

に対する思いや誇りを共に出来たらと思います。 

会長 Ｌ谷口 忠武 

 

①奉仕事業について、可能な限り詳しく説明してく

ださい。 

多数のメンバーを擁し、事業費も潤沢であったこ

ろに、当クラブは周年事業に彫刻家宮瀬富之氏の記

念モニュメントを複数寄贈するなど大型の文化事

業に取り組み精彩を放っていたが、その後メンバー

数が大幅に減少するとともに、こうした事業に取り

組むことができなくなり、クラブのアクトも金銭の

バラマキ的アクトにとどまるようになった。メンバ

ーの中には、クラブ所属の意義を見失い退会する者

も出て、さらにメンバー数の減少をきたすようにな

った。私たちは、現状における京都北ライオンズク

ラブの社会奉仕の在り方について議論し、当クラブ

のアクトの中心を「知的発達障碍者支援事業（ふれ

あい広場）」に置くこととし、地域社会に喜ばれる

意義のある実働型のものとしようと決め、出発した。

その後の活動内容は、当クラブのホームページの活

動報告において詳しく報告しています。現在、メン

バー数は少数ですが、その活動に誇りを抱いて、ま

とまった活動をしています。 

 

②この奉仕事業は、どのような点が独創的、特別、

または革新的なのでしょうか？ 

・知的発達障碍者支援に取り組む団体とともに取り

組むものであること 

この事業は企画推進する委員会に、身近な知的発

達障碍者支援事業に取り組む団体の参加を求め、

２ヶ月に１回集まり、一緒に議論し、企画、立案、

実行することとしている。知的発達障碍者支援団

体は、それぞれに特徴的な活動をしていますが、

横の繋がりを持っていないのが実情で、互いの情

報に触れる機会もありません。そこで２０１７年

４月から年２回の割合で当クラブ及び参加団体

の活動状況を伝える情報誌「ふれあい広場」を発

行しています。 

・メンバー自身の差別意識を払拭し、それぞれの向

上を目的とすること 

知的発達障碍者差別の本質は、私達健常者の中に

潜む差別意識にあります。この差別意識を取り除

くことこそが、知的発達障碍者に対する人権侵害

をなくす大元です。その為に、まず触れ合って、

理解し、ともに歩むことが大切だと考えました。

その結果、メンバーの意識に変化が生ずれば、大

きな人格の向上であると考えています。 

 

③地域社会にとってこの奉仕事業が重要なのはな

ぜでしょうか？ 

地域社会に障碍者が、普通に溶け込んで生活する

ようになることは、地域社会の成熟に欠かせない

ことです。この事業はその促進に寄与せんとする

ものです。 

 

④この事業の実現に役立った現地パートナーシッ

プがあれば、ご記入ください。 

・ＮＰＯ法人命輝け第九コンサートの会 

・社会福祉法人白百合会 

・ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本・京

都 

・ＮＰＯ法人せいらん福祉会 

・ピープルファースト京都 

 

⑤この奉仕事業は、どのようにライオンズのイメー

ジアップにつながったでしょうか？  

この奉仕事業は、関係団体の事業展開の支援を行

うものであり、感謝の念を持って迎えられている。

また、地区のライオンズクラブからも、意義のあ

る奉仕活動であるとの評価をいただいている。ま

た、当クラブのメンバーも、この事業に誇りを抱

いている。 

 

※上記事業内容説明とともに、広報誌「ふれあい広

場」や駅伝大会記念品のトートバッグの新聞記事

を添付して応募を致しました。 

 

 

 

第 1390回 9月第一例会報告 

回 3 月第一例会報告 



 9月定例理事会報告（書面）  

 

日時 令和 3年 9月 8日（水）配信  

回答期限 9月 13日（月） 

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秋江 

Ｌ髙田、Ｌ伊藤 Ｌ石川、Ｌ佐々木  

Ｌ川島 

欠席者 Ｌ滝川、Ｌ沖潮、Ｌ為国、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 

2．8月月次決算         財務委員長 

     別紙にて確認、承認 

3．8月第一例会収支報告     計画委員長 

   計画委員会預託金より 

104,210円の拠出を承認 

4．10月第一例会について    事業委員会 

  日時 10月13日（水） 11:30～ 

  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

を行う。お弁当持ち帰りとする。 

   開催・・9名 

   中止・・1名 

   保留・・3名 

 ・緊急事態宣言の解除を前提に 

 ・コロナ次第で考える 

 ・原則開催ですがコロナの動向により中止も

ある 

 ・会長幹事に一任 

5．10月第二例会について（結成58周年同伴例

会）            計画委員会 

  日時 10月27日（水） 17:30～ 

  場所 未定 

  内容 未定 

   開催・・10名 

   保留・・3名 

 ・原則開催ですがコロナの動向により中止も

ある 

 ・会長幹事に一任 

   開催の場合の内容について 

   会長、幹事、計画委員長に一任すること

を承認・・11名 

  保留・・2名 

 ・現在第一副会長、計画委員長でゲストを検

討中 

6．11月第一例会について    総務委員会 

  日時 11月10日（水） 12:30～ 

  場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

  内容 未定 

     継続 

7．11月第二例会について    ＰＲ委員会 

  日時 11月24日（水） 12:30～ 

  場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

  内容 未定 

     継続 

8．３Ｒ１Ｚ合同ガバナー公式訪問懇談会につ

いて             幹事 

  日時 9月28日（火）10:30～12:00 

  場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

     2F 朱雀の間 

  出席予定 Ｌ谷口、Ｌ民谷 

  集合時間 幹事・・9:45   

出席予定者・・10:00 ＡＳＴ・・9:00 

  持ち物  

・クラブアワード１枚 

（吊すので脚と竿は不要） 

   ・クラブ旗 

（脚と竿は各クラブ持参） 

   ・会長スローガン  

・クラブ会員ネームプレート 

   ・クラブ会報誌 

  ・腕章（ご来賓の迎接時に着用） 

    確認 

9．京都府交通安全協会交通安全旗贈呈式につ

いて             Ｌ小島 

  日時 9月24日（金） 15:00～ 

  場所 京都府交通安全協会 

  出席予定 Ｌ谷口、Ｌ小島 

  連絡事項 目録を準備、交通安全旗デザイ

ンは8月定例理事会にて①か②

と決定、Ｌ小島が交通安全協会

と相談、②となり＠220円×100

0本を制作、寄贈。 

    確認 



10．上京の子どもまつり2021の開催中止につい

  て              幹事 

  実行委員会 委員長の井筒 隆夫様より今

年度の開催中止連絡あり 

    確認 

11．ライオンズクラブ国際協会「思いやりは大

  切なこと」奉仕アワード      幹事 

  地域社会に継続してプラスの影響を残せ

るような創意工夫を凝らした奉仕事業を

行っているライオンズクラブ、レオクラブ

を称えるために創設。 承認 

12．第1回ガバナー諮問委員会審議事項につい

て             会長 

  ＺＣＬ山本勝己より3R1Z合同アクティビ

ティ（単年度事業）について別紙の通り提

案があった。 

   承認・・12名 

   保留・・1名 

 ・支援金ではなくて、何らかの具体的支援を

考えられないか 

  （ゾーン・チェアパーソンＬ山本へ上記意

見とともに承認を連絡済み） 

13．会長Ｌ谷口より提案 

  ○ クラブメンバーのみで「ふれあい委員

会」を開催し、今後の方針の話し合い

を行いたいと考えている。  

  ○ 会員増強を目的として、入会募集の冊

子を制作したい。ホームページのメイ

ン画面を印刷し、入会マニュアルを添

付、メンバーの皆様にはそれに沿って

勧誘活動をお願いすることを検討中。

会長、第一副会長、幹事、会計、総務

委員長(会員委員長兼任の為)、ＰＲ委

員長、ＨＰ担当者で集まり検討したい

と考えている。 

※ 上記については、後日事務局より日程調 

  整を配信させていただく。 確認 

14．その他 

 ・3R1Z正副幹事会 

  日時 9月21日（火） 18:00～ 

  場所・開催方法 未定    

出席予定 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一 

    確認 

15．次回10月定例理事会及び委員長会議につい   

  て 

日時 10月13日  12：00～ 

場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

     確認 

 ※例会の開催の可否が決まり次第、事務局よ

りご案内します。 

  

 ゴルフ同好会報告  

 

コロナ禍の影響などで長い間ご無沙汰していた京

都北ライオンズクラブゴルフ同好会を久しぶりに

下記のとおり開催しました。 

特筆すべきは、Ｌ髙橋 一馬の 79歳での初ゴルフと

いう快挙でした。今回は、ダブルペリアにより順位

を決定しましたが、次回以降は、今回出たハンディ

キャップによる戦いとし、できるだけ毎月 1回やろ

うと申し合わせました。 

日時 2021年 9月 10日 

コース 比良ゴルフ倶楽部 

成績  氏名    Gross    Net 

優勝 青山 幸夫   91    74.2 

２位 石川 耕三   82    74.8 

３位 川島健太郎   87    75 

４位 宮崎 健次   104    77.6 

５位 古川 耕一   109    79 

６位 髙田 年雄   112    79.6 

７位 長艸 敏明   108    81.6 

８位 伊藤 桂子   105    82.2 

９位 谷口 忠武   122    86 

10位 大森 將丈    123       87 

11位 大橋 正知   135    100.2 

12位 髙橋 一馬   165       129 

 

 

 地区キャビネット事務局よりお知らせ  

 

2020-2021 年度 第６７回地区年次大会 一般決議

事項【第３号議案「一般社団法人設立の件」地区に

おいて一般社団法人設立準備委員会の設置を行う】

が承認可決いたしました。 

つきましては、別紙委員会メンバーは、335-C 地区

特別委員会として報告させていただきます。（地区役

員ではございません） 

※ 2021-2022年度 335-C地区組織表変更 

（9月 10日現在）を添付いたします。 

 



 会 合  

 

9月 21日（火）3R1Z正副幹事会（書面） 

出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一 

9月 24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 

 

 ３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会のお知らせ  

 

毎年恒例の３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会が以

下の日程で開催されます。 

日時 11月 11日（木） 

場所 瀬田ゴルフコース 東コース 

プレー代 11，250円（昼食付・税込） 

スタート 8時（ＯＵＴ、ＩＮ同時） 

登録料 2,000円 参加記念品  1,000円 

 チャリティ金 1,000円 

※後日ご案内を配信させていただきます。 

 

 

 前例会出席率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10月第一例会について  

 

お弁当持ち帰りの例会を開催する方向で考えていま

すが、正式に決まりましたら皆様へお知らせいたし

ます。 

幹事 民谷 渉 

 

 

 

 
 

交通安全横断旗の寄贈 

 

  編集後記  

 

 さわやかな季節となり、過ごしやすくなってきました。皆様お元気ですか。 

 毎年、京都府交通安全協会への支援で、交通安全横断旗の寄贈をして参りました。今年は、 

先方からデザインの変更の依頼があり、指定のキャラクターを入れたものになりました。 

9月 24日に贈呈式を行う予定でしたが、緊急事態宣言中ということで延期となり、10月中旬

に会長と行って参ります。 

皆様、どうぞ健やかにお過ごしください。 

記 小島 良道 

 

  

正会員    Ｌ秋江 Ｌ石川 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谷口 Ｌ民谷 Ｌ為国 Ｌ中川 Ｌ長艸 Ｌ古川 

 特別会員 Ｌ伊藤 Ｌ大橋 Ｌ髙田  

 終身会員 Ｌ青山 Ｌ大森 Ｌ奥野 Ｌ川島 Ｌ永田 Ｌ宮崎 

 

前例会 

 

メンバー 

 

出席 

 

欠席 

 
メーキャップ 

 
終身会員 

 

特別会員 
 

出席率 

 

ホーム例会

出席率 

 

9月 8日 
 

24名 

 

－名 

 

－名 

 

－名 

 

 

6名 

 

3名 

 

－ 

 

－ 

 


