
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ｌ民谷へのインタビュー 

 

第 1396回 12月第一例会は 12月 8日（水）12:30

よりＡＮＡクラウンプラザホテル京都にて開催さ

れました。会長Ｌ谷口の開会のゴングに続き、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、Ｌ谷口の会長挨拶では、

女子駅伝大会参加記念品の手刺繍の制作をされた

白百合会さんからいただいた嬉しくなるお言葉の

報告があり（下記理事会報告 10号議案参照）、我々

のアクトがこのように役割を果たし花開いている

ことは、私たちの自信にも繋がる。このような事業

活動を通し、アクトが育っていったらいいなと思っ

ている。また、クラブの在り方について改善のため

の議論も必要だと感じている。現在、ＰＲ委員会を

中心にその兆しを感じる。この機会を大切にして貰

いたい。と述べられた。ＬＴＬ長艸より、お誕生日、

結婚記念日、入会記念日の発表の後、お食事となり

ました。 

ＴＴタイムは、副ＴＴＬ佐々木による『現』（うつ

つ）を、『うつ』と読むたくさんの漢字から考察し、

『うつ』の概念はすべてをもってあたる姿の総体で

あると結論づける哲学的なお話でした。 

続きまして、事業委員長Ｌ髙橋の司会により、Ｌ秋

江、Ｌ民谷へのインタビュー形式のスピーチです。 

質問は、京都北ライオンズクラブに期待すること、

また今後どのようなクラブにしていきたいか。 

Ｌ民谷 これまでの伝統に縛られない例会をして

いくこともいいのでは。食事をしないもの、趣味を

体験するようなもの、オンライン例会等、これまで

のライオンズクラブの伝統とは違うけれども、そう

いったことを考えるのもいいのでは。 

Ｌ秋江 後輩に伝えたいこととして、楽しい例会に

したいと皆必ず言うが、仲良しクラブではなく筋が 

 

 

 

 

Ｌ秋江の返答 

 

通ったクラブにしたいというような意見もある。し

かし、私は楽しく皆と接することが大切だと思う。

皆さんと楽しく活動すること、お互いに顔を会わせ

たら楽しいと思えることが大切だと考えます。また

以前ＴＴを務めた際にも健康のことばかりを話し

ていましたが、健康を害するととっても辛いですか

らと誤嚥性の肺炎予防について、お話されました。 

次に悔いが残っていることについて質問。 

Ｌ秋江 毎日のように色々なことに悩むが、その悩

むことが悔いであり、それを克服することが出来た

ら悔いは残らないと考えていること、欲にとらわれ

ると悔いを残すことになるので、楽しく仲良く生き

るためにどうしたらいいかを考えるようにしてい

ます。 

Ｌ民谷 人生で掲げていた大きな目標を達成して

しまったので、大きな悔いは現在ないです。体が元

気でいたらやりたいことがあるのでそれに向けて

体を整えていきたいと考えています。そして皆様と

仲良くやっていきたいと思います。 

次に、仕事などで大切にしてきたことは？という質

問。 

Ｌ民谷 人の役に立ちたいと思っており、自分がや

りたいからこの仕事をしているので、好きなことを

して生きていると言ってもいいと思います。Ｌ秋江 

会社は 4代目、160年目を迎え、会社のこと、家族

のことを自叙伝にまとめることを勧められていま

す。昭和58年から30年、日記を書いてきましたが、

書くことで様々なことを振り返ることが出来、人生

を振り返ってみると、生かされているという言葉の

意味を理解出来るようになりました。自叙伝も書い

てみようかなと思っています。 

まだまだ、興味深いお話を聞きたいところでしたが、
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時間となり、メンバーインタビューは終了、副ＴＴ

Ｌ佐々木より、ファイン、ドネーションの発表がな

され、「また会う日まで」を静聴し、お開きとなり

ました。 

記 荒木彩子 

 

 ファイン   

 

合 計      ￥    2,400－ 

累 計      ￥    11,100－ 

 

 ドネーション  

 

合 計      ￥   66,000－ 

累 計      ￥   570,000－ 

 

 ドネーションの言葉  

入会順番 

Ｌ加藤 二郎 メンバースピーチＬ秋江、Ｌ民谷ご

苦労様です。 

Ｌ谷口 忠武 ふれあい事業の発展を願って。 

Ｌ秋江 義弘 事業委員会の皆様ご苦労様です。よ

ろしくお願いします。 

Ｌ川島健太郎 秋江さん、民谷さん、髙橋さん、今

日はごくろう様でした。 

Ｌ石川 耕三 ゴルフ同好会、優勝、1打差で逃げ

切りでした。ありがとうございます。 

Ｌ古川 耕一 今日のメンバースピーチ楽しみです。 

Ｌ髙橋 一馬 Ｌ秋江、Ｌ民谷、本日はありがとう

ございます。 

 

※別紙参照 

 

 定例理事会報告  

                        

日時  令和 3年 12月 8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長艸、 

Ｌ髙橋、Ｌ加藤二郎、Ｌ秋江、Ｌ石川、 

Ｌ佐々木、Ｌ川島 

欠席者 Ｌ滝川、Ｌ中川、Ｌ沖潮、Ｌ為国、 

Ｌ髙田、Ｌ伊藤、Ｌ小島、Ｌ加藤太一、 

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 

2．11月月次決算        財務委員会 

   1月定例理事会にて報告予定 

3．12月第二例会（忘年家族例会）について 

（確認）       幹事・計画委員会 

  日時 12月20日（月） 

12:00～12：15 例会 

      12:20～14:30 懇親会 

  場所 菊乃井本店 

  内容 登録料 正会員  10,000円 

         特別会員 14,000円 

         ＬＬ    8,000円 

     余興費として15万円を準備 

  芸妓さん依頼済み 

  例会道具（ゴング、旗等）は持ち込み無し 

      承認 

4．1月第一例会（３Ｒ１Ｚ合同新春例会）につ

いて（確認）           幹事 

  日時 1月12日（水） 12:30～ 

  場所 ザ・プリンス京都宝ヶ池  

Ｂ２Ｆ「プリンスホール」 

  内容 2022年当クラブ歳ライオン  

Ｌ永田 雄三（欠席予定） 

     記念講演 未生流笹岡 家元  

笹岡 隆甫氏 

   ＴＴタイムは会長による生け花を予定 

      確認 

5．1月第二例会について     総務委員会 

  日時 1月26日（水） 12:30～ 

  場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

  内容 12月第一例会でのインタビュー形

式  のメンバースピーチを検討 

      継続 

6．2月第一例会について     ＰＲ委員会 

  日時 2月9日（水） 12:30～ 

  場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

  内容 12月第一例会でのインタビュー形

式   のメンバースピーチを検討 

     継続 

7．2月第二例会について     事業委員会 

日時 2月23日（水）←祝日 12:30～ 

場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

内容 12月第一例会でのインタビ

ュー形式のメンバースピーチを検

討 



     日程について、祝日となるが予定通

     り開催する 

     継続 

8．京都橘ライオンズクラブ結成60周年記念例

会について           幹事 

  5月第一例会（5月11日（水）予定）につい

  て振替例会の打診あり       

  日時 5月10日（火） 16:30～ 

  場所 京都ホテルオークラ 

  ※12月10日に開催予定の第2回ガバナー諮

問委員会にて正式に橘ＬＣより依頼予

 定 

   振替例会とすることを承認 

9．皇后盃 第40回全国都道府県対抗女子駅伝競

  走大会について        ＡＳＴ 

  日時 1月16日（日）午後0時30分スタート

     （雨天決行） 

  トートバッグ制作についてのご報告  

12月8日現在 

白百合会 845枚 手刺繍済み 作業完了 

  三友工業 804枚 機械刺繍済み  

41枚機械刺繍未完 

  せいらん 804枚 縫製、袋つめ作業中 

  贈呈式については、現在未定 

  トートバッグ袋つめ完成日が決定しだい、

  再度調整予定 

 贈呈式の席に、白百合会とせいらん福祉会よ

り制作された障がい者の方に同席を依頼す

る。 

10．今期記念品制作について白百合会より  

                 ＡＳＴ 

  ・今期はバザーもなくなり、この事業が唯

一出来高払いでの利用者さんへお給料

が払えるものであった。 

  ・箱作りやチョコレートの箱詰めといった

作業と異なり、全国的に有名な大会の記

念品を製作しているということは、利用

者さんの誇りや、やる気を生み、今年は

左手が全く使えない方も挑戦し出来る

ようになった。 

  ・京繡の大家でいらっしゃる長艸先生から

直接指導を受けられるということが、利

用者さんの保護者の方に大変貴重な経

験だと喜ばれ、それが利用者さんの自信

にも繋がっている。 

  ・見学に来られる支援学校の先生方からも

この記念品製作の事業はとても感心し

ていただけ、大きな評価を貰っている。 

  ・何より、利用者さんのやる気、挑戦する

心、自尊心を育ててくれるものであり、

また技術的にも大きく成長させていただ

けた。心から感謝している。 

 

  ※ このような有り難いご感想をいただ

きました。来期も何卒お願いしますと

のこと。上記のことを踏まえ来期のア

クティビティについてご検討願いま

す。 

     報告 

11．地区ＦＷＴ委員会事業きょうと「こどもみ

らい笑顔便」について      Ｌ中川 

  食器洗い洗剤50本、昨年度制作のトートバ

ッグ50枚を協力予定 

  また、下記日程にて、梱包作業依頼あり 

  日時 12月18日（土） 

9:30集合 10:00開始 予定 

梱包作業場所 「マルヤマ」１階 

  参加予定 Ｌ中川 

     報告   

12．来期地区役員について      幹事 

地区より、来期、３Ｒ１Ｚでの地区役員選

  出依頼あり。 

12月10日開催予定第2回ガバナー諮問委員

会にて、割り振りについて検討予定、その

際、各クラブへどれを担当出来るかのお伺

いがあると思われる。 

・青少年育成・薬物乱用防止委員会副委員長 

 ・レオクラブ委員会委員 

・スペシャルティクラブ・ＦＷＴ委員会委員

  （現在Ｌ中川朋子出向中） 

※来期、リジョンチェアパーソンを京都平安

  ＬＣ、ゾーンチェアパーソンを京都橘ＬＣ

  から選出予定。地区役員選出記録から予測

  すると当クラブは、上記より１役で良いと

  思われる。 

 Ｌ中川がＦＷＴ委員を継続して引き受けて

くれる意向あり、お願いすることとする 

13．会報誌へのドネーション金額記載の廃止に

ついて提案       ＰＲ委員長 

 【意見】 

・金額記載を廃止することにより、ドネーシ

ョンの集まりが悪くなるという意見と、必

ずしもそうではない、という意見が両方出

た。 

→そこで、今期の下半期という期間を区切っ

て廃止し、ドネーションの集まりや、会員



に与える影響について判断するということ

になった。 

 【結論】 

  12月第二例会報から、ドネーションの金額

を記載せず今期下半期試行してみる。 

14．新入会員勧誘冊子進捗状況について   

            ＰＲ委員長 

  会員ピックアップのページについて、他薦

にて選出メンバーへ「京都北ライオンズク

ラブに入会して良かったこと」を執筆して

貰い掲載する案を制作委員会にて書面に

て諮り了承が得られたため、現在執筆依頼

中 

 200部制作予定 

 印刷業者へ発注前に再度、全メンバーに案を

配信予定 

15．会員増強について         会長 

  国際理事会より2022年1月1日～6月30日の

期間、すべてのチャーター費と入会費を免

除する。 

      報告 

 Ｌ川島より 

 勉強会を開催したいと考えている。ご案内を

配布するので、ご出席いただきたい。 

16．その他 

  ○第2回ガバナー諮問委員会（確認） 

   日時 12月10日（金）14:00～16:00 

   場所 ザ・プリンス京都宝ヶ池  

B1F「比叡」 

   出席予定 Ｌ中川 Ｌ谷口 Ｌ古川  

Ｌ民谷 

  ○3R1Z正副幹事会（確認） 

   日時 12月20日（月） 18:30～ 

   場所 御所雲月北店 

   会費 12，000円（12月はクラブ負担） 

   出席予定 Ｌ民谷 Ｌ加藤太一 

  ○第6回335-C地区一般社団法人設立準備

委員会（確認） 

   日時 12月23日（木） 13:30～15:30 

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 

      上記確認 

 12月14日（火）10:30～のふれあい委員会が

記載漏れ、口頭にて連絡 

17．次回1月定例理事会及び委員長会議につい

て                  幹事 

日時 1月12日（水） 14:00～  

３Ｒ１Ｚ合同新春例会後 

場所 ザ・プリンス京都宝ヶ池 

 

 会 合  

 

12月 10日（金）第 2回ガバナー諮問委員会 

   出席 Ｌ中川、Ｌ谷口、Ｌ古川、Ｌ民谷 

12月 14日（火）ふれあい委員会 

   出席 Ｌ谷口、Ｌ髙橋、Ｌ加藤、Ｌ秋江、 

      Ｌ長艸、Ｌ古川 

12月 17日（金）勉強会 

   出席 Ｌ谷口、Ｌ川島、Ｌ長艸、Ｌ石川、 

      Ｌ古川、Ｌ髙橋、Ｌ加藤太 

12月 17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 

12月 18日（金）きょうと「こどもみらい笑顔便」 

        梱包作業 

   出席 Ｌ中川 

12月 20日（金）3R1Z正副幹事会 

   出席 Ｌ民谷、Ｌ加藤太 

 

 

 

 事務局冬期休暇について  

 

事務局は、12月 28日（火）から、1月 5日（水）ま

で冬期休暇とさせていただきます。 

お急ぎのご連絡は、幹事までお願い申し上げます。 

幹事Ｌ民谷携帯番号 080-5307-0342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 前例会出席率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  編集後記  

 

早いもので、もう師走になり、歳が行くほど 1 年が早く感じます。地球の自転が早くなっているので

しょうか？ 

来年はコロナ禍も終わっているでしょう！（願望） 

ライオンズ も仕事も次の時代に向かって進化しましょう！ 

 

 記 小島 良道 

 

 出席者   Ｌ秋江 Ｌ石川 Ｌ大橋 Ｌ加藤二 Ｌ川島 Ｌ佐々木 Ｌ髙橋 Ｌ谷口 Ｌ民谷 

 Ｌ長艸 Ｌ古川  

 

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 

 

12月 8日 

 

24名 

 

11名 

 

0名 

 

6名 

 

 

6名 

 

3名 

 

－ 

 

60％ 

 


