第 1393 回 10 月第二例会報告
回 3 月第一例会報告

L 谷口会長挨拶

L 古川の今年度アクティビティー発表

富士松 菊子様の新内演奏

L 石川の乾杯発声

食事風景

第 1393 回 10 月第二例会（結成 58 周年記念同伴例
会）は、10 月 27 日（水）17 時 30 分より京都ブラ
イトンホテル「カディーコート」において開催され
ました。京都ブライトンホテルでの例会は、2020
年 3 月 26 日に開催された 56 期 3 月第二例会からお
よそ 1 年半ぶりでした。
緊急事態宣言が解除され、多くのＬＬのご参加もい
ただき、アルコールも解禁の華やかな例会でした。

飛沫感染防止の対策としてテーブルには一人ずつ
にアクリル板が置かれ安心です。
計画委員長Ｌ長艸の司会、会長Ｌ谷口による開会の
ゴングで例会がスタート、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。引き続き物故ライオンへ黙祷を捧
げ、会長Ｌ谷口の挨拶がありました。次に、第一副
会長Ｌ古川より、結成 58 周年記念アクティビティ

の報告がされ、ＴＴＬ髙橋、会計Ｌ中川よりドネー
ションの報告がありました。会長Ｌ谷口のゴングで
例会は閉会し、続きまして懇親会です。Ｌ長艸によ
る司会で、第一副会長Ｌ古川より、久し振りのブラ
イトンホテル、そして新内の舞台が楽しみですと開
宴の挨拶があり、Ｌ長艸より、本日のゲスト、新内
新派六代目家元 富士松 菊子様のご紹介がありま
した。合わせて本日の演目、
「婦系図」は日本三大
国民的通俗小説と謳われる中の１つであるなど新
内と演目についての詳しい説明がされました。壇上
には、美しい富士松様が三味線とともに座られてい
て、これから始まる物語に期待が膨らみます。演目
が始まると、先ほどまでは、か弱き女性に見えた富
士松様はどこかに消えて、逞しい書生「主税」に見
えたり、また一途な芸者「お蔦」に見えたり、そし
て三味線の音色は、月夜に照らされた湯島天神境内
での切ない恋の終わりの情景を浮かび上がらせる
素晴らしい講演でした。
その後、富士松様のお稽古に通われている前々会長
Ｌ石川の楽しい乾杯の音頭で、楽しくお食事となり
ました。
ブライトンホテルのフルコースを堪能し、あっとい
う間にお開きの時間となりました。途中から参加の
幹事Ｌ民谷に司会をバトンタッチ、会長Ｌ谷口の閉
宴の挨拶です。富士松様へ今夜は予習をしてきまし
たが教養が上がる夜でしたと御礼、素晴らしい宴席
を作ってくれたブライトンホテルの皆様へおいし
いお料理には大変な力があり、皆が幸せになりまし
た。コロナ禍の大変な時でしたが、心に花が咲きま
したと御礼が述べられ、最後に計画委員長Ｌ長艸へ
素晴らしい企画と楽しい時間への賛辞、全員で「ま
た会う日まで」を静聴しお開きとなりました。
記 AST 荒木 彩子
11 月お誕生日おめでとうございます
11 月 22 日Ｌ小島 良道
11 月 25 日Ｌ大橋 正知
________________________________________
11 月 21 日 LL 永田 勝子
11 月ご結婚記念日お慶び申し上げます
11 月 13 日 Ｌ為国 富子
入会記念日です。よろしく
11 月 9 日 Ｌ民谷

渉（ 4 年）

11 月 22 日 Ｌ加藤 二郎（46 年）
11 月 25 日 Ｌ永田 雄三（43 年）
ドネーション
合 計
累 計

￥
￥

90，000－
393，000－

Ｌ谷口 忠武 ￥15,000- 結成 58 周年おめでとう
ございます。
Ｌ秋江 義弘 ￥20,000- 長寿のお祝いと誕生日の
お祝い有難うございま
した。
Ｌ加藤 二郎 ￥10,000- 58 周年おめでとうござい
ます。結婚記念日のお祝
いありがとうございまし
た。
Ｌ川島健太郎 ￥10,000- ちょっと太目ですけど、
明子と申します。これか
らもよろしく。
Ｌ髙橋 一馬 ￥10,000- 結婚記念日のお祝ありが
とう御座居ます。
Ｌ為国 富子 ￥10,000- 結成 58 周年記念同伴例
会おめでとうございま
す。
ＬＬ石川 和子 ￥10,000- いつもいろいろ企画し
て頂き有難うございま
す。楽しませて頂きます。
Ｌ髙田 年雄 ￥ 5,000- 結婚 42 周年の祝いあり
がとうございました。
Ｌ中川 朋子 ￥ 5,000- 久々の会食を楽しみたい
と思います。
会 合
11 月 5 日（金）入会募集冊子制作検討会
出席 Ｌ谷口 Ｌ古川 Ｌ民谷 Ｌ中川 Ｌ加藤二
Ｌ川島 Ｌ髙田
11 月 5 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
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Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ加藤二 Ｌ川島 Ｌ佐々木 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

Ｌ秋江
Ｌ谷口
Ｌ伊藤
Ｌ青山

特別会員
終身会員

Ｌ石川
Ｌ民谷
Ｌ大橋
Ｌ大森

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
前例会は結成 58 周年。2 年後は 60 周年を迎えますが、会員減少でこの後どの様な活動が出来るのか一抹の不安が
有ります。11 月 5 日に会員増強に向けて力を入れる為、入会募集冊子の作成検討会が行われましたが、一朝一夕
に達成できるものではありません。会員全員で知恵を絞り 60 周年には成果が表れる様に頑張っていきたいもので
す。

記 髙田 年雄

