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11月/第一例会第1625回 例会
2020年11月10日火［18:00～18:30］／ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン

第68期

司会　L.T.　Ｌ勝田　雅昭

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝
＜11月ライオン誕生日＞

　 1日　L井浪　謙祐　　 4日　L辻野　佳秀

　 8日　L沼田　恒守　　10日　L道上　広基

　11日　L横畑　和幸　　21日　L三宅　　直

　27日　L森川　　拓

＜11月ライオンレディ誕生日＞

　12日　長手　裕子　　20日　勝田　真子

　28日　松岡美智子

◎ 幹事報告
１）	11/24㈫　第1626回例会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

２）	11/24㈫　第３回計画委員会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）	11/30㈪　1R・1Z第２回ガバナー諮問委員会
� 於：がんこ三宮店

４）	12/03㈭　第６回理事会	 於：神戸たん熊

５）	12/08㈫　第1627回例会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）	12/08㈫　第４回計画委員会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）	12/24㈭　第1628回クリスマス家族例会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

◎ プログラム
１．開会宣言（ゴング）	 会　長　L堤　　公一

２．国旗並びにライオン旗に敬礼	 全　　　員

３．「ライオンズヒム」

４．ゲストの紹介	 幹　事　L森川　　拓

５．会長挨拶	 会　長　L堤　　公一

６．ご挨拶

	 ラ・スイート神戸ハーバーランド総支配人　L檜山　和司

７．審議事項	 会　長　L堤　　公一

８．11月度ライオン・ライオンレディー誕生祝

	 出席大会・友愛委員長　L髙田　晋也

９．幹事報告	 幹　事　L森川　　拓

10．テール・ツイスター報告

	 テール・ツイスター　L沼田　恒守

11．出席率報告	出席大会・友愛委員長　L髙田　晋也

12．閉会宣言	 会　長　L堤　　公一

◎ ゲストの紹介
　阪神ロジテム株式会社

	 代表取締役会長　石井　眞也	様

◎ 審議事項
１）	オレンジリボンキャンペーン開催について

【継続審議】

２）	クラブホームページに掲載の際の肖像権につ

いて

３）	クリスマス家族例会のゲストへのご案内につ

いて

４）	LCIF全員献金（20ドル）について
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〈グルメ〉

１）	11/26㈭　第85回グルメ同好会

◎ 出席率報告　第1624回（10/27）

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

69 1 2 26 98

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率

36 51％ 9 64％

◎ テール・ツイスター報告

ドネーション
L加藤憲一郎　L田中宏昌の入会式に
参加する事が出来ず失礼致しました。
当日はフォローして頂き有難うござい
ました。L田中宏昌はすばらしい人間で
す。これからも宜しくお願い致します。

10,000円

合 　 　 計　　 10,000円

フ ァ イ ン　　 0円

【2021年】

８）	01/07㈭　第７回理事会	 於：生田神社会館

９）	01/12㈫　第1629回新年合同例会

	 於：生田神社会館

10）	 01/26㈭　第1630回例会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

◎ 同好会のお知らせ
〈ゴルフ〉

１）	11/12㈭　ゴルフ同好会コンペ

　本日は、このラ・スイート神戸オーシャンズ

ガーデンでの移動例会に多数お集まりいただき

ありがとうございます。

　さて、今後の予定ですがクリスマス例会は当ク

ラブの家族の皆様のみで行うということで決定を

させていただいております。理事会で決定して速

やかに、毎年お越しいただいているゲストの皆様

に文書でご通知させていただいたところでござい

ます。

　ただ、コロナ禍に関しまして、刻一刻と状況が

変化しておりますので、無事に開催できるかど

うかは12月３日の理事会での最終決定で開催の

ジャッジをさせていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。もし開催できること

になりましたら、ぜひたくさんのご家族の皆様と

クリスマス家族例会ができればと思っています。

　本日は、コロナはいったん考えず、お越しいただい

たゲストの方もご一緒に、心おきなく、和気あいあい

と楽しい時間を過ごしていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。

　簡単ではございますが、会長の挨拶に代えさせ

ていただきます。ありがとうございました。

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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★ ご 挨 拶 ★

　皆さん、こんばんは。全

然、例会に来ていない檜山

でございます。今日は移動

例会でラ・スイートオー

シャンズガーデンにお越し

くださいましてありがとう

ございます。人数は半分で

すが、今日はゆったりと２

会場を使って密を避けて楽

しんでいただこうというこ

とで、会長にご指名いただ

きましたので、今日はこち

らの会場にさせていただきました。

　最初、予定ではラ・スイートになっていました。

行かれた方がいらしたかもしれませんが、申し訳

ございませんでした。ラ・スイートは11月１日で

丸12年、今13年目に入ったところです。オーシャ

ンズガーデンは2015年、阪神淡路大震災から20年

たった12月にオープンしていますので、丸５年が

過ぎようとしています。

　最近はコロナで大変な時期でございますが、８

月に伊丹空港のJALの出発フロア、JALラウンジ

の近くにグラン・ブルーというホテルのティーラ

ウンジがオープンしました。待ち時間があれば、

高価なウイスキーやこだわりのワインを置いてい

ますので、ぜひそこでくつろいでいただいてから

出発していただければと思います。

　９月には大丸百貨店の地下にパンやクッキーな

ど、ちょっとしたお土産のお店がオープンしまし

た。惣菜売り場と背中合わせになったところです

ので、ぜひお買い求めいた

だけると幸いでございます。

　今、ホテルは大変な時期

だと思いますが、４月の

後半くらいに、ホテル自

体、体質改善、筋肉質にし

なくてはいけない。少数精

鋭でホテルを運営しようと

いうことで、ゴールデンウ

イークは人数を絞って、多

いときは１日２万２千歩く

らい、今は１日１万歩くら

い歩いていました。小さなホテルなので動き回っ

て、一人三役ではなくて一人五役をこなすという

ことで、運営しています。

　ラ・スイートは小さいから逆に予約が取れな

い。赤羽大臣が推進するGo	Toトラベルのおかげ

で少し潤っているということで、赤羽大臣にはお

歳暮をしておかないといけないかと思っておりま

す。小さなホテルや小さな旅館はそういった恩恵

があったと思います。

　今日は、料理長の小笠原が腕によりをかけてお

いしいフランス料理をご用意しておりますので、

お酒を飲みながらゆっくりと楽しんでいただい

て、友好を深めていただけると幸いでございます。

今日は移動例会でお越しくださいましてどうもあ

りがとうございます。またホテル	ラ・スイート	

神戸ハーバーランドにもお立ち寄りくださいまし

たら幸いでございます。

　今日はどうもありがとうございます。

ラ・スイート神戸ハーバーランド総支配人
L檜山　和司
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１．開会挨拶	 第1副会長　L貞松　秀行
２．乾杯	 335-A地区元地区ガバナー　L森本　克幸

〈会　　食〉
３．メンバースピーチ（幹事が、可能な限り多く
の方々を指名させていただきます）

４．ライオンズ・ローア
	 335-A地区元地区ガバナー　L岡村　武和
５．「また会う日まで」
６．閉会挨拶	 第2副会長　L中野　康治

司会　幹事.　Ｌ森川　拓

懇親会 2020年11月10日火［18:30～20:30］
ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン「オーシャンズボールAB」
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　L瀬川　雅矢　　L三宅　　直　　L篠原　裕幸

　L森　　大介　　L井浪　謙祐

◎ キー賞 授与
　キー賞（2名のメンバーのスポンサーをした）	 L井浪　謙祐

　キー賞（2名のメンバーのスポンサーをした）	 L小山　嘉昭

◎ 幹事報告
１）11/24㈫　第３回計画委員会（中止）

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

２）11/30㈪　1R・1Z第２回ガバナー諮問委員会（中止）

	 於：がんこ三宮店

３）12/03㈭　第６回理事会	 於：神戸たん熊

４）12/08㈫　第1627回例会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11月/第二例会第1626回 例会
2020年11月24日火［12:15～13:30］／神戸メリケンパークオリエンタルホテル

第68期

司会　L.T.　Ｌ勝田　雅昭

◎ プログラム
１．開会宣言（ゴング）	 会　長　L堤　　公一

２．国旗並びにライオン旗に敬礼	 全　　　員

３．「ライオンズクラブの歌」（ピアノ演奏のみ）

４．会長挨拶	 会　長　L堤　　公一

５．指名委員任命	 会　長　L堤　　公一

６．キー賞	授与	 会　長　L堤　　公一

～ミニコンサート～
《会　　食》

７．ゴルフ同好会コンペ成績発表　優勝カップ贈呈

	 ゴルフ同好会会長　L岡村　武和

８．T.T.タイム	 テール・ツイスター　L沼田　恒守

９．委員会報告	 各 委 員 長

10．幹事報告	 幹　事　L森川　　拓

11．テール・ツイスター報告

	 テール・ツイスター　L沼田　恒守

12．出席率報告	 幹　事　L森川　　拓

13．「また会う日まで」（ピアノ演奏のみ）

14．閉会宣言	 会　長　L堤　　公一

◎ 指名委員任命
【委員】

　L森本　克幸　　L塚本　晴之　　L岡村　武和

　L二川　真人　　L牧野　忠司　　L栗栖　正明

6



◎ 同好会のお知らせ
〈グルメ〉

１）11/26㈭　第85回グルメ同好会	 於：神戸たん熊

◎ 出席率報告　第1625回（11/10）
正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

69 1 2 26 98

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率

45 64％ 2 67％

◎ テール・ツイスター報告

ドネーション
L堤公一　ゴルフ同好会の皆様、本年
度第1回目のゴルフコンペ開催おめで
とうございます。皆様で大いに盛り上
がって楽しんで下さいませ。あと前回
例会でドネーション出来なくて申し訳
ありません。

20,000円

合 　 　 計　　 20,000円
フ ァ イ ン　　 8,240円

５）12/08㈫　第４回計画委員会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）12/08㈫　第２回長期ビジョン委員会（中止）

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）12/24㈭　第1628回クリスマス家族例会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

【2021年】

８）01/07㈭　第７回理事会	 於：生田神社会館

９）01/12㈫　第1629回新年合同例会

	 於：生田神社会館

10）01/26㈭　第1630回例会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

〈演奏曲目〉
1. メヌエット/ボッケリーニ 作曲
2. トロイメライ/シューマン 作曲
3. 冬景色/作曲者 不詳
〈演奏者〉
ヴァイオリン…西田 美音子 さん / ピアノ…梅原 由紀子 さん

【西田 美音子さんプロフィール】
5歳よりバイオリンを始める。
第47・50回全日本学生音楽コンクール大阪大会にて入選。
平成9年相愛高等学校音楽科卒業。
’98年ニース夏期国際音楽アカデミーに参加、マスタークラス受講。
第43回相愛オーケストラ定期演奏会にてコンサートミストレスを務める。
平成13年相愛大学音楽学部を卒業。
平成14年より11年間、関西シティフィルハーモニー交響楽団コンサー
トミストレスを務める。
丹羽順子、田村智恵子、工藤千博、小栗まち絵の各氏に師事。
平成24年・26年、アンコールコンサートに出演

♪ミニコンサート♪
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　皆様、こんにちは。本日も素晴らしい秋晴れで

ございまして、この３連休は絶好の行楽日和でご

ざいました。Go	Toキャンペーンなどもございま

して、皆様におかれましては国内旅行や紅葉狩り

など楽しまれたことと思います。私もこの３連休

は大阪湾沖でヨットレースにいそしみまして、全

身筋肉痛の状態でございます。

　さて、コロナ第３波の真っただ中でございまし

て、拡大の一途をたどっております。終息の兆し

はまだ見えない状況でございますので、この例会

に関しましても、神戸メリケンパークオリエンタ

ルホテルの皆様に関しましては、パーテーション

までご準備いただいて、万全の防止対策をやって

いただいていると思います。

　本日の会食におきましても、会食時のマスク着

用が報道等でもよく言われていますので、それに

のっとってコロナ防止対策にお気遣いいただきな

がらの例会実施となること、ご容赦くださいます

ようよろしくお願いいたします。

　68期はコロナ禍の真っただ中でスタートしまし

て早５か月が経過しようとしています。こういっ

た中で、残念ながら、コロナの影響により、余儀

なくされているのですが、１週間後に予定されて

いました１リジョン・１ゾーン第２回ガバナー諮

問委員会は本日中止の連絡がございました。やむ

を得ない判断かと思います。

　次回12月８日のクラブの例会に関しても、方法

等をしっかりと協議しながら、開催するための選

択肢はいろいろあると思いますので、知恵を絞っ

て感染対策、万全を期した形での開催方法になる

かもしれないということをご念頭に置いていただ

ければ幸いです。

　来年にはワクチンが行き渡るという報道も出て

いますので、１日も早い終息を祈念いたしまして

会長の挨拶に代えさせていただきます。

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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　TTタイムを始めます。よろしくお願いします。

2つの町の境界線上に家がまたがってある場合、どちらかの町の住所に決めなければいけま

せん。決める基準は次のうちどれでしょうか。自分の家の土地がまたがって、例えば須磨区

と垂水区みたいな形でまたがっている場合、どちらの住所を選択するかということです。

　１．面積が広い方の町の住所になる

　２．玄関のある方の町の住所になる

　３．どちらかの町を選択できる

正解　２番の「玄関のある方の町の住所になる」です。原則、広さなどは関係なく、選択もできません。

車のナンバープレートで使用されていない文字があります。平仮名があります。車のナン

バープレートで使用されていない平仮名は次のうちどれでしょうか。

　１．平仮名の「し」

　２．平仮名の「ん」

　３．平仮名の「お」

正解　３番の「お」です。これは理由がありまして、単純ですが、平仮名の「あ」と似ているため、視覚

的に誤認されるおそれがあるから「お」は使われていないということです。

日本気象協会が実際に出した気象情報は次のうちどれでしょうか。天気予報です。天気予報

で晴れや雨。日本気象協会が実際に出した気象情報は次のうちどれでしょうか。

　１．泥棒に注意

　２．物忘れに注意

　３．夫婦喧嘩に注意

正解　３番の「夫婦喧嘩に注意」です。これは、実際に2007年４月20日に日本気象協会が北海道にて、午

後にかけて短時間に気温が急上昇し、体調不良などの気象病が起こる可能性があるとして、「車の運転や

夫婦喧嘩に注意」と異例の気象情報を実際に出しました。

Q1.

Q3.

Q2.

T.T.TIME T.T.  L 沼田 恒守テール・ツイスター・タイム

9



第68期 ❖ 第5回 理事会議事録 ❖
開催日時：2020年11月５日㈭　18：00〜
開催場所：神戸ポートピアホテル
出 席 者：L堤	 L井浪	 L榎本	 L岡村
	 L勝田	 L加藤	 L栗栖	 L貞松
	 L篠原	 L瀬川	 L中野	 L永川
	 L西島	 L沼田（恒）	L松岡	 L松田
	 L宮城	 L森川

Ⅰ．開　　会

Ⅱ．定足数確認
　理事役員18名の出席により会則第７条２項に照
らし、有効に理事会は成立した。

Ⅲ．議事録作成人及び署名人の氏名
議事録作成人　L森川　拓
議事録署名人　L松岡　正

Ⅴ．審議事項
１）第68期第４回理事会議事録について	 承認
　　幹事L森川より、紙面に沿って第４回理事会
議事録の確認が行われた。
２）第68期10月度残高試算表について	 承認
　　会計L永川より、説明がなされた。
３）オレンジリボンキャンペーン開催について
（継続審議）	 承認
　　L会長堤より、L金子（良）から、啓発活動と
してオーロラビジョン放映（６万円）、マスク製

作（金額未定）をしたいと聞いてはいるものの、
具体的予算書の提出がないとの報告がされた。
やむなくL会長堤に一任し、遅くともキャン
ペーン前には理事に報告がされることとなった。
４）クラブホームページに掲載の際の肖像権につ
いて	 継続審議
　　L森川から論点の紹介がされ、次回理事会で
の具体的審議がされることとなった。
５）クリスマス家族例会のゲストへのご案内につ
いて	 承認
　　今期は当クラブ外からのゲストは招待しない
こととした。	
６）LCIF全員献金（20ドル）について	 承認

Ⅵ．報告事項
　幹事L森川より紙面に沿って、報告事項がなさ
れた。

Ⅶ．次回開催日
　日時：2020年12月３日（木）　18：00〜
	 於：神戸たん熊

Ⅷ．閉会挨拶
　上記の通り審議事項を了承し、第68期第５回理
事会を閉会した。

議事録作成人　Ｌ森川　拓
議事録署名人　Ｌ松岡　正

ゴルフ ゴルフ同好会コンペ
2020年11月12日（木）　六甲国際ゴルフ倶楽部

成　績　表

氏 名 東OUT 東IN GROSS HDCP NET GROSS
順位

1 道上 広基 38 42 80 20 60 1
2 小山 嘉昭 48 52 100 36 64 6
3 長手 幹雄 48 55 103 30 73 8
4 主森 尊之 56 57 113 36 77 13
5 佐伯 朋忠 42 44 86 7 79 3
6 平山 龍一 39 41 80 0 80 1
7 勝田 雅昭 48 59 107 25 82 9
8 有働 英司 48 50 98 15 83 4
9 宮城 良太 55 64 119 35 84 16
10 中野 康治 51 49 100 13 87 6
11 森川 　拓 62 61 123 36 87 17
12 塚本 晴之 50 48 98 8 90 4
13 栗栖 正明 55 60 115 25 90 14
14 森　 大介 55 61 116 26 90 15
15 岡村 武和 51 56 107 16 91 9
16 永川 智康 58 54 112 21 91 12
17 井浪 謙祐 56 55 111 20 91 11
18 沼田 武夫 60 64 124 30 94 18
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　早いもので今年も残すとこ
ろあとわずかとなりました。
例年であれば、12月は寒さの

到来とともに街を彩るイルミネーションに心が躍る
ような気持ちになっておりましたが、今年は新型コロ
ナウィルス感染症の流行によって神戸ルミナリエも
当然のごとく中止となり、最近では「第三波」の到来
といわれ、感染による重症者数や新規感染者数が過去

最多を各地で記録しているようです。今は、「うつらな
い！」「うつさない！」ために私たちができることをひ
とつひとつ実行することが大切であると思います。
　これからは新型コロナウィルスだけでなく、いろ
いろな感染症が流行する季節です。会員の皆様にお
かれましてはお気をつけてお過ごしいただき、良いお
年をお迎えできますよう心よりお祈り申し上げます。
 （Ｌ松田　慎介 記）

編 集 後 記

アクティビティ ライオンズ奉仕デー清掃活動
2020年11月17日（火）　JR灘駅周辺

グルメ同好会
2020年11月26日（木）　神戸たん熊北店

灘区役所まちづくり課主催のクリーンキャンペーンに参加しました。
この地域は当クラブの65周年の時に、兵庫県立美術館～王子動物園までの南北約1.2kmを結ぶミュージアム
ロードの活性化のためにアクティビティをした地域となります。寄贈しましたクラブのモニュメントも
あり、より一層、清掃活動に力がはいります。

11月26日、第85回グルメ会が神戸たん熊北店にて開催さ
れました。19人のご出席がありました。
同日は、兵庫県でも過去最多の184人の新型コロナウイ
ルスへの感染が報じられる状況でしたが、Ｌ栗栖に配慮
いただき、各テーブルに大きなパーテーションが設置さ

れる等、万全の感染防止体制をとった上で開催されました。
美しく盛り付けられた秋の食材を、美味しく食べさせてい
ただきました。
また、メンバースピーチでは、税務調査への対応方法等、
ためになる？お話しもたくさん聞かせていただきました。
やむを得ないことですが、パーテーション越しの会話は、
声も遠く、やはり少しさみしいものでした。次回のグルメ
会では、パーテーション無く、直にお話しができる状況で
あればと祈っております。
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