第 1392 回 10 月第一例会報告
回 3 月第一例会報告

L 谷口会長挨拶

横断旗の寄贈報告

なお、今回は食事がなく各自お弁当を頂いて帰りま
した。
記 Ｌ髙橋 一馬
10 月お誕生日おめでとうございます
10 月 4 日
10 月 6 日
10 月 7 日
10 月 25 日
10 月 31 日

Ｌ川島
Ｌ石川
Ｌ為国
Ｌ秋江
Ｌ大森

健太郎
耕三
富子
義弘
將丈

平和ポスター展示

第 1392 回 10 月第一例会が、10 月 13 日（水）午前
11 時 30 分より ANA クラウンプラザホテル京都にお
いて、開催されました。会長Ｌ谷口による開会のゴ
ングで始まり、国家「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」を静聴しま
した。引き続き会長の挨拶があり、コロナの影響で
例会が開催できなかったが、久し振りに開催できて
よかった、このままコロナが終息するとは思えない
が、例会が通常通り行えることを期待している。会
員の活動も活発にして頂きたいとのお話がありま
した。次に、ＬＴ：Ｌ長艸によるお誕生日・結婚記
念日・入会記念日の発表がありました。会員による
国際平和ポスターコンテストを行い、審査集計の時
間に、ＴＴタイムがあり、人の行動観察を基礎にし
たマジックではないトリックのようなものがされ
ました。ＰＲ委員長Ｌ川島より国際平和ポスターコ
ンテストの審査結果が発表されました。副ＴＴ：Ｌ
佐々木・会計Ｌ中川よりファイン・ドネーション発
表および報告があり「また会う日まで」を静聴し、
会長の閉会のゴングで滞りなく閉会しました。

10 月 4 日 LL 宮崎
10 月 7 日 LL 奥野
10 月 18 日 LL 古川
10 月 24 日 LL 加藤

久子
邦子
洋子
みのり

10 月ご結婚記念日お慶び申し上げます
10 月 1 日 Ｌ宮崎 健次 ＬＬ久子（ 9 年）
10 月 6 日 Ｌ髙田 年雄 ＬＬ雅子（42 年）
10 月 25 日 Ｌ加藤 二郎 ＬＬ惇子（51 年）
10 月 26 日 Ｌ髙橋 一馬 ＬＬかほる（41 年）
※10 月第一例会でお配りいたしました会報誌に、
LL 加藤 みのりのお誕生日が抜けておりました。
ここに再度掲載させていただきますとともに、大
変失礼をいたしましたこと、お詫び申し上げます。
AST 荒木彩子
ドネーション
合 計
累 計

￥
￥

77，000－
303，000－

Ｌ谷口 忠武 ￥15,000- コロナの終息を祈念して。
Ｌ加藤 二郎 ￥10,000- 久し振りの例会、元気に
出席できました。
Ｌ秋江 義弘 ￥10,000- 長寿の御祝に感謝して。
Ｌ川島健太郎 ￥10,000- 10 月 4 日 78 歳の誕生日
を迎えました。追いつけ、
宮崎ライオン！
Ｌ大橋 正知 ￥10,000- ハンディのおかげで優勝
することができました。
次回も狙います。
Ｌ古川 耕一 ￥10,000- 久しぶりの例会です。家
内の誕生日の御祝あり
がとう。
Ｌ為国 富子 ￥10,000- 誕生日プレゼントありが
とうございます。
Ｌ加藤 太一 ￥ 2,000- やはりお顔を会わせられ
るのが嬉しいですね。
国際平和ポスターコンテスト審査結果報告
京都北ライオンズクラブ会長賞
京都市立待鳳小学校 5 年 川田 真子さん
京都市立錦林小学校 6 年 実吉 玲英子さん
京都北ライオンズクラブ賞
京都市立待鳳小学校 6 年 岡島 蓮夏さん
6 年 鷲見 佳凛さん
5 年 後藤 亜耶乃さん
6 年 水野 心乃さん
京都市立錦林小学校 6 年 今井 楓子さん
6 年 木全 莉子さん
6 年 井本
灯さん
6 年 稲森 美庭良さん
これらの作品は、11 月 28 日（日）10:00～日図博
物館にて展示される予定です。

京都市立待鳳小学校 5 年 川田 真子さん

京都市立錦林小学校 6 年 実吉 玲英子さん
定例理事会報告
日時 令和 3 年 10 月 13 日（水）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
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小島、Ｌ加藤太一、
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髙田、
Ｌ伊藤、Ｌ宮崎
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
2．9 月月次決算
財務委員会
別紙にて確認、承認
3．10 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 京都ブライトンホテル
１F カディーコート
内容 新内新派六代目家元 富士松 菊子様を
お迎えし、
「婦系図 湯島境内の場」を
演奏いただく予定。謝金 50,000 円、車
代 20,000 円を準備。
見積書、プロフィール別紙
富士松様は食事を共にされる予定。
登録料は、正会員は会費でいただいて
いる食費より、特別会員は 4，000 円、
ＬＬは招待とする。不足分は計画委員
会預託金より拠出すること、ゲスト謝
金、車代、料理の値段を上げることを
承認、料理についてはＬ長艸に一任。
4．11 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 ホームページ紹介例会とし、スクリー
ン、プロジェクターで映写し、ホームペ
ージについて担当Ｌ髙田より紹介いただ
く。
Ｌ谷口よりホームページ紹介例会の提案があり、
承認。
5．11 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 Ｌ古川の紹介で、京都建築専門学校元校
長の福田敏朗様をゲストにお招きし、ス
ピーチお願いしている。
承認、詳細については、ＰＲ委員会に一任。
←10/15 福田様のご都合により、11 月第一例会と
第二例会の内容を入れ替える可能性あり。
6．12 月第一例会について
事業委員会
日時 12 月 8 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
7．12 月第二例会について（忘年家族例会）
幹事・計画委員会
日時 12 月 22 日（水）開始時間についてはご
家族をお呼びする場合には 18:00～
場所 未定
内容 未定
継続
8．街頭献血呼びかけ活動について
事業委員会
昨年は感染予防の観点から中止、例年 11 月中
旬に活動
延期とする
9．３Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会について
13．スペシャルオリン
副幹事
日時 11 月 11 日（木）
7:45 集合（東コースパター練習場前）
ＩＮ ＯＵＴ 8:00 スタート
場所
瀬田ゴルフコース東コース
参加予定 Ｌ谷口 Ｌ青山 Ｌ石川 Ｌ伊藤
Ｌ加藤太一 Ｌ髙田 Ｌ長艸
登録料
2,000 円（参加賞 1,000 円、チャリ
ティ金 1,000 円）
プレーフィー 11,250 円（昼食付 税込）電
磁誘導によるセルフプレー
クラブ拠出金 10,000 円
賞品提供 10,000 程度、2 点以上←Ｌ石川にう
どんを依頼
役割分担 広報委員：集合写真、表彰式の撮影
（Ｌ髙田）
、ライオンタイムスへ寄
稿（Ｌ加藤太一）
現在のところ午前中のスコアで順位を決める予
定である。
上記確認

10．京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 未定
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 9 月 24 日の贈呈式の予定が緊急事
態宣言により延期
確認
11．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
12．イエローリボン・ランフェスタについて 幹事
日時 11 月 7 日（日） 10:00～16:00
場所 みやこメッセ
案内対象 全メンバー、会長、幹事、担当委員
長（事業）
※佐々木地区ガバナーご挨拶時間→12:30
当クラブは欠席とする
ピックス日本・京都より支援のお願い
幹事
寄付のお願いが届いている
昨年は、12 月第一例会にて活動報告をいただ
き、3 万円を支援
3 万円の支援を承認
14．次世代リーダーシップセミナーについて 幹事
日時 10 月 29 日（金） 14:00～16:00
場所 リーガロイヤルホテル京都 2F「春秋」
案内対象 会長、幹事、担当委員長（総務）
、
全会員
登録料
2,000 円
当クラブは欠席とする
15．第 34 回国際平和ポスターコンテスト展示会開
会式について
幹事
日時 11 月 28 日（日） 10:00～
場所 日図デザイン博物館(みやこメッセ B1）
案内対象 会長、幹事、担当委員長（ＰＲ）
当クラブは欠席とする、応募いただいた学校には
入選者名とともにご案内する
16．クラブＬＣＩＦコーディネーター会議について
幹事

日時 10 月 23 日（土） 15:00～17:00
場所 リーガロイヤルホテル京都 2F
案内対象 会長・幹事・ＬＣＩＦコーディネー
ター（Ｌ小島）
登録料 2,000 円
当クラブは欠席とする
17．335 複合地区ＬＣＩＦセミナーについて 幹事
日時 11 月 29 日（月） 15:00～17:00
場所 ホテル日航大阪 5F 「鶴の間」
案内対象 地区役員・会長・幹事・ＬＣＩＦコ
ーディネーター（Ｌ小島）
登録料 3,000 円
出席 Ｌ谷口
18．会員増強について
会長
ＰＲ委員会中心に検討をお願いする。
現実に行動しやすいようにして行動に移す。
19．その他
幹事
○第 6 回ＧＭＡパイロットチーム拡大会議
日時 11 月 8 日（月） 13:30～15:30

場所 リーガロイヤルホテル京都 2F「春秋」
出席予定 Ｌ中川
確認
○3R1Z 正副幹事会
日時 10 月 19 日（月） 18:00～19:00
（会議のみ）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
会議室
出席予定 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一
確認
20．次回 11 月定例理事会及び委員長会議について
幹事
日時 11 月 10 日 14:00～（例会終了後）
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
会 合
10 月 19 日（火）3R1Z 正副幹事会
出席 Ｌ民谷 Ｌ加藤太
10 月 22 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

前例会出席率

前例会

メンバー
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欠席

メーキャップ

24 名

15 名

0名
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Ｌ石川
Ｌ谷口
Ｌ秋江
Ｌ谷口
Ｌ伊藤
Ｌ青山

Ｌ伊藤
Ｌ民谷
Ｌ石川
Ｌ民谷
Ｌ大橋
Ｌ大森

10 月 13 日

出席者
正会員
特別会員
終身会員

Ｌ大橋
Ｌ為国
Ｌ沖潮
Ｌ為国
Ｌ髙田
Ｌ奥野

終身会員

特別会員

出席率 ホーム例会
出席率

6名

3名

－

80％

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

編集後記
今回もまた、私の仕事がらみですみません、前回は精神障害の事を中心に書きましたが、今回は知的障害、色々
な原因で脳の発達に異常がみられる障害です。色々なパターンがありますが、最近は発達障害というカテゴリーが
出来て、ちょくちょく色々な所で聞くようになりました。実は知的障害者には国としてのはっきりとした分類、重
度軽度の判断基準もガイドライン的に出ているだけで最終的な診断（判定）はドクターの意見書（診断書）による
ところが多いのです。基本的には各都道府県で障害者の手帳を発行するので少しずつ制度なども違います。そのた
めに重度の障害があるのに障害基礎年金がもらえなかったり、結構トラブルになることが多いのです。そのために
私たち関係者や保護者がその権利や生活を守るために様々な運動もしています。長くなりますのでこの辺で終わり
ます。興味のある方は加藤まで気軽にお尋ねください。最後に「安永健太君死亡事件」こんな事例がありましたの
で紹介しておきます。ネットなどでお調べください。
記 加藤 太一

