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　新年明けましておめでとうございます。皆様、今年のお正月はいかがお過ごしでしたで

しょうか？　私は外出自粛のまま寝正月となり、健康維持には課題のある新年スタートと

なりました。

　今年こそなんとかダイエットを成功させて、少しでもハワイで怪我をする前の体重に近

づけたいと思っております。

　さて、1月7日に新年恒例の生田神社での祈願祭を五役のみで参拝致しました。当日18時

からは通信アプリ『zoom』を利用して無事に理事会が成立し、いよいよ68期を折り返した

ことに身が引き締まる思いです。

　また連日、感染爆発の報道もあり覚悟はしていましたが、再び緊急事態宣言が発令され、

メンバー皆様の生活やビジネス、LIONSCLUBの活動にも大きな影響を受けることは間違

い無く、不安を抱えた新年スタートとなりましたが、この難局をクラブメンバー全員が乗

り切って、再び例会でお目にかかれる事を先の楽しみとして、健康第一でお過ごし頂けれ

ば幸いかと存じます。

　皆様とお目にかかれない間の奉仕アクティビティは、五役と各委員長が中心となって実

施しますので、ご安心下さいませ。

　本年も何卒宜しくお願い申し上げます！！

神戸（ホスト）ライオンズクラブ
第68期会長　堤   公 一

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一

1月/第一例会第1629回 新年書面例会
2021年1月12日火

第68期
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◎ 令和3年 年男ライオンのご紹介
　L松尾　博司　　1949.4.7　 72歳
　L森本　克幸　　1949.7.7　 72歳
　L金子　良史　　1949.8.3　 72歳
　L北山　　真　　1961.3.11　60歳
　L瀬川　雅矢　　1973.3.8　 48歳
　L永川　智康　　1973.3.27　48歳
　L櫻井美津夫　　1973.7.16　48歳
　L左　　倫和　　1985.4.18　36歳
� （年齢は誕生日以降の満年齢数）

◎ 審議事項
１）入会者について（山本隆文様）� 承認
２）�ライオンズカップ・バスケットボール交流大
会予算書� 承認

３）�公益信託全神戸LC奨学会�2020年度下半期拠
出金について� 承認

４）�兵庫県肢体不自由児協会美術展�特別協賛事
業について� 承認

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝
＜1月度ライオン誕生祝＞
　７日　L森　　大介　　８日　L塚本　晴之
　28日　L西原　秀樹　　30日　L加藤憲一郎
　31日　L宮永　好章
＜1月度ライオンレディー誕生祝＞
　９日　LL主森　陽子　　12日　LL日置　初美
　13日　LL鄭　　洋美　　17日　LL塚本　由美
　22日　LL森　てれさ　　27日　LL田中　裕子
　28日　LL金子三紀子

◎ 委員会報告
１）12/21㈪　献血� 於：三菱電機㈱神戸製作所

　　200ml＝4人　400ml＝125人
　　合計確保量　50,800ml
２）１/７㈭　11時～� 於：生田神社

　　�会員の皆様のご健康とクラブの繁栄を願い、
五役のみでご祈祷を受けました。

◎ 幹事報告
１）１/12㈫　第1629回新年合同例会【書面例会】
� 於：生田神社会館

２）１/15㈮　献血奉仕活動� 於：兵庫県警察学校

３）１/26㈫　第1630回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

４）１/30㈯・31㈰　バスケットボール大会
� 於：神戸常盤アリーナ

５）１/30㈯～２/６㈯
　　こうべ障がい者芸術フェスタ美術展
� 於：原田の森ギャラリー

６）２/２㈫～２/７㈰
　　兵庫県肢体不自由児協会美術展
� 於：ギャラリーミウラ

７）２/４㈭　第８回理事会【ZOOMによる】
� 於：神戸ポートピアホテル

８）２/９㈫　第1631回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

９）２/24㈬　第1632回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

10）３/４㈭　第９回理事会【ZOOMによる】
� 於：神戸ポートピアホテル

11）３/９㈫　第1633回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

12）３/23㈫　第1634回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

◎ 出席率報告　第1628回（12/24）
書面例会により出席者なし。

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

69 1 2 26 98

◎ テールツイスター報告
※ドネーション　0円� 累計　910,000円
※ファイン　　　0円� 累計 　45,045円

生田神社にて
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　皆様、大寒を迎えまして寒さも一段と厳しくなっ
てまいりましたが、ご体調はいかがでしょうか？
　コロナウイルスの猛威は衰えの兆しがまだ見え
ず我慢が続きますが、とにかく今はご自愛頂けれ
ばと存じます。
　さて、先日１月15日㈮に今年一回目のアクティ
ビティである献血活動が兵庫県警察学校にて行わ
れました。五役が中心となり日本赤十字社様のお
手伝いをさせて頂きましたが、今回は、とにかく
学生の人数が多くて驚きました。毎回130名～150
名程度で、午後過ぎには大方の目途がついていま
したが、この度は約215名の献血希望者が集まり、
結果としては181名献血できたとの事です。９時
から１時間弱のお昼休みを挟み、17時までみっち
りと働かせて頂きました。
　予想外の人数で、毎回L篠原にご用意頂いてお
ります、献血者にお礼のインスタントラーメンが
足りなくなりまして、近所のスーパーマーケット
へ買い出しに行くことになりました。
　今後の献血活動の見通しは、日本赤十字社様と
兵庫県警様によりますと、コロナウイルスの影響で
採用が一時的に減少していた反動で、来年度は新規
警察官採用数が増加し、この献血活動が一日では

対応できない数になるかもしれないとの事でした。
　献血数が増えることは良いこととは思いますが、
来年度以降のキャビネットの皆様におかれまして
は心積もりの程、宜しくお願い申し上げます。
　数日前の事ですが、国際会長ジュンヨル・チョ
イよりメールが届きまして、内容としてはモント
リオールで予定されていた2021年国際大会を、完
全オンラインで開催されるバーチャルイベントに
転換することを決議したとの事でした。誠に残念
ではありますが、６月から７月に国境を超えた移
動が出来る状況にはならないとの判断と思われま
す。今はこの判断が世界的に常識的と思われます
が、東京オリンピックの事を考えると頭が痛くな
ります...
　とにかく今は先の見えない状況ではありますが、
世界中、日本中に支援を必要としている方々がた
くさんいる状況に、何らかの行動が伴わないと、
奉仕活動団体としての存在意義が問われると思い
ますので、この緊急事態宣言期間中にしっかりと
考えてみたいと思います。
　会員の皆様にも多くのご意見を頂戴できれば幸
いですので、何卒宜しくお願い申し上げまして、
ご挨拶に代えさせて頂きます。

1月/第二例会第1630回 書面例会
2021年1月26日火

第68期

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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◎ 委員会報告
＜奉仕委員会＞
１）１/15㈮　献血� 於：兵庫県警察学校

　　献血受付者数�215名
　　献血できなかった人�34名
　　400ml献血×181名＝合計確保量72,400ml

◎ 幹事報告
１）�１/30㈯・31㈰　バスケットボール大会中止
【練習会に変更】� 於：神戸常盤アリーナ

２）１/30㈯～２/６㈯
　　こうべ障がい者芸術フェスタ美術展
� 於：原田の森ギャラリー

３）２/２㈫～２/７㈰
　　兵庫県肢体不自由児協会美術展
� 於：ギャラリーミウラ

４）２月初旬　第68期指名委員会【書面】
５）２/４㈭　第8回理事会【ZOOMによる】
� 於：神戸ポートピアホテル

６）２/９㈫　第1631回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）�２/22㈪　1R・1Z第３回ガバナー諮問委員会
【ZOOMによる】

８）２/24㈬　第1632回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

９）３/４㈭　第9回理事会【ZOOMによる】
� 於：神戸ポートピアホテル

10）３/９㈫　第1633回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11）３/23㈫　第1634回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

12）４/８㈭　第10回理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

13）４/13㈫　CN68周年記念例会（第1635回例会）
� 於：神戸ポートピアホテル

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞
１）３/29㈪　地区年次大会記念ゴルフ大会
� 於：小野グランドカントリークラブ

◎ 出席率報告　第1629回（1/12）
書面例会により出席者なし。

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

68 1 2 26 97

◎ テールツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　910,000円
※ファイン　　　0円� 累計 　45,045円

兵庫県警察学校の献血活動
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　立春が過ぎまして、しばしば暖かい日もあり、

冬の終わりも近づいているとホッとしております

が、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお

喜び申し上げます。

　緊急事態宣言の中におきましても、ライオンズ

クラブの奉仕活動は、感染防止に最大限の注意を

払いつつ、粛々と進行しております。皆様にご参

加頂けないのは誠に申し訳なく思いますが、ご容

赦頂ければと存じます。

　さる１月30日、31日の２日間にわたり、「ライ

オンズクラブバスケットボール合同練習会」が神

戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）にて開催

されました。当初は他府県の強豪校も集まっての

練習試合も計画しておりましたが世情を鑑み、神

戸市内の小中学校生による練習会となりました。

私も31日に見学させて頂きましたが、非常に白熱

し緊張感のある練習会でした。本アクティビティ

担当理事のL瀬川によりますと、連日９時から20

時までたっぷりと有意義に利用して頂いたとの事

でした。

　２月２日から２月７日には一般財団法人兵庫県

肢体不自由児者協会による美術展が北野坂沿いの

ギャラリーミウラにて開催され、ライオンズクラ

ブが優秀作品の製作者に対し表彰をするアクティ

ビティが実施されました。初日に私とL森川、L

貞松、L三宅にて優秀作品を３点選定させて頂き、

最終日に表彰をさせて頂きました。

　表彰式にはL鄭と兵庫県肢体不自由児者協会の

会長でもあるL鄭の御父様もお見えになりまし

た。ご挨拶させて頂いたところ「このライオンズ

賞は製作者の方々にとって大きな励みになってい

る」とのお言葉も頂きました。

　表彰された製作者の方々にも、とても喜んで頂

き、私も皆様や作品からパワーを頂戴し「今後も

ますます創作活動に励んで下さい。」とご挨拶さ

せて頂きました。

　２月４日には通信アプリZOOMを利用した２

月度理事会が実施され、無事全ての審議事項が承

認されました。理事の皆様も段々と使い方が慣れ

てきており、理事会はスムーズに進行され終了し

ました。参加された方々の中にはお忙しく移動し

ながらも審議して頂き、誠に感謝申し上げます。

　あと残念なお知らせですが、姫路ライオンズク

ラブから３月19日に開催されるCN記念例会への

ご招待がありましたが、理事会で審議した結果、

感染状況を鑑み時期尚早との判断で、参加を見合

わせる事となりました。今は止むを得ない状況で

すが、４月13日に予定されている我々のCN記念

例会のご招待時期も近づいてきており、ゲスト招

待が難しい判断となる可能性がある事を、皆様に

もご周知頂ければと存じます。

　２月22日には335-A地区1R1Zのゾーン会議が

ZOOMにて実施予定でありますので、地区全体の

クラブ活動状況の把握に努め、しっかりと皆様に

情報を報告出来ればと存じます。

　１日も早い感染状況縮小、緊急事態宣言の解除

と、ワクチン接種による安全確保がされ、平穏な

日常が回復される事を心より願いつつ、会長の挨

拶に代えさせて頂きます。

2月/第一例会第1631回 書面例会
2021年2月9日火

第68期

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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◎ 審議事項
１）バスケットボール練習会　実施報告

　　�「ライオンズクラブバスケットボール合同練

習会」が神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体

育館）にて開催された。

　　�当初は他府県の強豪校も集まっての練習試合

も計画していたが

世情を鑑み、神戸

市内の小中学校生

による練習会と

なった。

２）�３月開催の姫路LC周年と４月の当クラブの

周年について

　　�昨今の状況を鑑み、両クラブの周年はお互い

に「招待なし」となった

◎ 指名会予告
　次回２月24日開催の1632回例会を「指名会」と

いたします。

　クラブ付則第４条１項により過日開催された指

名委員会で協議・決定した次期役員、会員委員会

付則第４条委員、会計監査の各候補者が指名委員

会から指名されます。

　当日、会員の方はすべての役職について指名委

員の指名した候補者以外のものを指名することが

できます。

◎ 2月度ライオン・ライオンレディー誕生祝
＜2月度ライオン誕生祝＞

　４日　L沼田　武夫　　９日　L西島��大輔

　10日　L佐伯　朋忠　　23日　L濱田��秀雄

　26日　L中川　�亮一

＜2月度ライオンレディー誕生祝＞

　６日　LL栗栖万由美　　８日　LL遠藤　純子

　12日　LL貞松　知子　　14日　LL岡田なおよ

◎ 幹事報告
１）�２/22㈪　1R・1Z第３回ガバナー諮問委員会

【ZOOMによる】

２）２/24㈬　第1632回例会【書面例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）３/４㈭　第９回理事会【ZOOMによる】

於：神戸ポートピアホテル

４）３/９㈫　第1633回例会【書面例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）３/23㈫　第1634回例会【書面例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）４/８㈭　第10回理事会

於：神戸ポートピアホテル

７）４/13㈫　CN68周年記念例会（第1635回例会）

於：神戸ポートピアホテル

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞

１）３/29㈪　地区年次大会記念ゴルフ

於：小野グランドカントリークラブ

◎ 出席率報告　第1630回（1/26）
書面例会により出席者なし。

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

68 1 2 26 97

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　910,000円

※ファイン　　　0円� 累計　 45,045円

本アクティビティ担当理事のL瀬川と堤会長
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　「２月は逃げる」と言いますが、今年の２月は本当に短く感じました。寒暖の差がとても大

きく、体も心も慌ただしくなったせいかも知れませんが、皆様におかれましてはいかがでし

たでしょうか。

　コロナウイルスのワクチン接種が開始され、感染状況も春の足音と共に落ち着きが見ら

れつつあり、少しずつ明るい兆しが見え始めてきたのではと感じております。

　このまま順調に収束の方向性が見えてきますと、早期の緊急事態宣言の解除となるかも

しれませんが、クラブ活動の再開は、更に慎重な判断になるかと存じますので、ご理解の

程宜しくお願い致します。

　クラブの年間スケジュールで予定されていた奉仕アクティビティは、１月と２月に多く

集中しておりましたが、無事に実施されたことに安堵しております。会員皆様で集まるこ

とは出来ず残念ではありましたが、貴重な予算を有意義に活用できたのではないかと存じ

ます。今後、多くの皆様と交流しながら奉仕活動が出来る日を心待ちにしております。

　また、本例会は「指名会」であります。私自身一年前、候補者でありましたが、振り返る

とあっという間でした。来年度はきっと良い一年となることを確信しております。

　候補者はじめ会員皆様のご多幸とご健勝、クラブ活動での大いなるご活躍を祈念いたし

まして、会長の挨拶に代えさせて頂きます。

2月/第二例会第1632回 書面例会
2021年2月24日水

第68期

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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◎ 指名会
　去る�２月16日、指名委員会が開催され、指名委

員の互選によりL岡村武和を委員長に選出。慎重

協議の結果、２月第二例会「指名会」における候

補者指名は下記の通りとすることが委員の総意に

より決定された。

次期（第69期）役員・会計監査・会員委員会
　　　　　　付則第4条委員 候補者 （敬称略）

会　　　長　貞松　秀行� 二 年 理 事　森本　克幸

前
（LCIFコーディネーター）

　会　長　堤　　公一� 二 年 理 事　岡村　武和

第
（GLTクラブ指導力育成委員長）

1副会長　中野　康治� 二 年 理 事　主森　尊之

第2副会長　加藤憲一郎� 二 年 理 事　青田　嘉之

第3副会長　森川　　拓� 一 年 理 事　栗栖　正明

幹　　　事　勝田　雅昭� 一 年 理 事　瀬川　雅矢

会
（財務委員長）

　　　計　小山　嘉昭� 一 年 理 事　森　　大介

L ． T ．　宮城　良太� 一 年 理 事　井浪　謙祐

T ． T ．　西島　大輔� 奉仕委員長　長手　幹雄

計
（プログラムコーディネーター）

画委員長　松田　慎介� マーケティング　　　　　
コミュニケーション委員長　三宅　　直

会 計 監 査　二川　真人� 会員委員長　篠𠩤　裕幸

会 計 監 査　永川　智康� 会
（付則第4条）

員委員会委員　井浪　謙祐

＜準役員＞

副　幹　事　主森　尊之� 副　会　計　松田　慎介

副Ｌ．Ｔ．　榎本　伸二� 副Ｔ．Ｔ．　長手　幹雄

◎ 第67回地区年次大会　委嘱状について
大会顧問、選挙管理委員会�顧問� L森本　克幸

大会顧問、決議委員会�顧問� L岡村　武和

資格審査委員会副委員長（記録担当）� L勝田　雅昭

式典部会�副部会長� L栗栖　正明

◎ 幹事報告
１）３/４㈭　第９回理事会【ZOOMによる】

於：神戸ポートピアホテル

２）３/９㈫　第1633回例会【書面例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）�３/19㈮　姫路ライオンズクラブCN66周年記

念例会【不参加】� 於：姫路商工会議所

４）３/23㈫　第1634回例会【書面例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）４/８㈭　第10回理事会

於：神戸ポートピアホテル

６）４/13㈫　CN68周年記念例会（第1635回例会）

於：神戸ポートピアホテル

７）４/18㈰　第67回地区年次大会・晩餐会

於：神戸ポートピアホテル

８）４/21㈬　京阪神３クラブ懇親会

於：大阪にて

９）４/27㈫　第1636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）3/29㈪　地区年次大会記念ゴルフ

於：小野グランドカントリークラブ

◎ 出席率報告　第1631回（2/9）
書面例会により出席者なし。

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

68 1 2 26 97

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　910,000円

※ファイン　　　0円� 累計　 45,045円
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　春の足音が次第に大きくなり、暖かい日には汗ばむ程であり、かと思えばまだまだ底冷えの日

もあり、体調管理が難しい今日この頃と存じますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？

　私事で余談でありますが、コロナ禍の中で何か新しい事にチャレンジしようと思い、家族（本

年度就職した娘を除く）で乗馬を始めました。近所のショッピングセンターに買物に行った折に、

駐車場で「ポニーを触って下さい」と乗馬クラブの営業が来ておりまして、遠巻きに見ていたの

ですが、一緒にいた愛犬がグイグイ近づいて行って、ポニーを鼻でクンクン嗅ぎはじめ、ポニー

も嫌がらず仲良しになってしまい、私も小さな馬なので可愛くなって撫でていたら営業に「ぜひ

一度体験乗馬に遊びに来て下さい」と申し込みさせられ、家からそう遠くもない場所でもあり、

家内を伴い遊びに行きました。行ってみて乗ってみると、気持ちがいいのと、馬が可愛いのとで、

その場で入会してしまい、コロナ禍で部活動が活発でない息子達も引き込んで、ワイワイ楽しく

遊んでおります。現在入会６ヶ月経過してようやく「暴れん坊将軍（プチ）」のように駆足で走れ

るようになりました。目標はライセンス4級取得で、これを取ると全国の乗馬クラブで「外乗（が

いじょう）」出来るとのこと。湯布院の山麓を駆け回り、その後温泉に浸かれる日を夢見て、練習

に励んでおります。乗馬は適度な体力や筋力で持続的な運動になる事から、幼い子供から高齢者

まで楽しむことができ、世代を超えた交流や馬という自然の生き物との触れ合いは心も癒され、

外の大きな馬場で駆け回るのでコロナリスクも少ないですし、健康維持にぜひお勧めです。

　さて緊急事態宣言が関西圏で部分解除されまして、ようやく明るい兆しが見えて参りました。

今まで以上に感染防止に努める事が大前提でありますが、３月４日のZOOM理事会にて４月度

からの例会、理事会の通常再開が決議されました。４月度第１例会はCN（チャーターナイト）と

なっておりますので、記念すべき例会を久々に皆様とお会いして同じ時間が過ごせる事となりま

したので先ずはご報告させて頂きます。詳細のご連絡は後日に別紙でのご案内となりますので宜

しくお願い致します。ただし、今回のCNにはゲストをお呼びせずに参加者は会員のみとする事、

及び開催時刻は昼間に変更し、飲食はノンアルコールで黙食（飲食でマスクを外している間は会

話しない）とする事が条件となりました。情勢を鑑み止むを得ないかと存じますのでご理解賜り

たく存じます。

　今後ワクチン接種が進み、感染状況が更に縮小するまで、あと少し我慢が必要となるかと思い

ますが、ライオンズクラブ活動が徐々に再開出来る喜びの為、今一度ご協力の程宜しくお願いし

まして、会長の挨拶に代えさせて頂きます。

3月/第一例会第1633回 書面例会
2021年3月9日火

第68期

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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◎ 審議事項

１）兵庫県肢体不自由児者協会美術展決算報告

２）CN68周年記念例会予算について

３）今後の例会について

◎ 選挙会予告

　先の指名会で決定した下記全候補者についての

選挙を、次回例会（選挙会）にて行います。

　なお、選挙会において、会員はその席から候補

者を指名することはできません。

次期（第69期）役員 ・ 会計監査 ・ 会員委員会

　　　　　　付則第4条委員 候補者� （敬称略）

会　　　長　貞松　秀行� 二 年 理 事　森本　克幸

前
（LCIFコーディネーター）

　会　長　堤　　公一� 二 年 理 事　岡村　武和

第
（GLTクラブ指導力育成委員長）

1副会長　中野　康治� 二 年 理 事　主森　尊之

第2副会長　加藤憲一郎� 二 年 理 事　青田　嘉之

第3副会長　森川　　拓� 一 年 理 事　栗栖　正明

幹　　　事　勝田　雅昭� 一 年 理 事　瀬川　雅矢

会
（財務委員長）

　　　計　小山　嘉昭� 一 年 理 事　森　　大介

L ． T ．　宮城　良太� 一 年 理 事　井浪　謙祐

T ． T ．　西島　大輔� 奉仕委員長　長手　幹雄

計
（プログラムコーディネーター）

画委員長　松田　慎介� マーケティング　　　　　
コミュニケーション委員長　三宅　　直

会 計 監 査　二川　真人� 会員委員長　篠𠩤　裕幸

会 計 監 査　永川　智康� 会
（付則第4条）

員委員会委員　井浪　謙祐

＜準役員＞

副　幹　事　主森　尊之� 副　会　計　松田　慎介

副Ｌ．Ｔ．　榎本　伸二� 副Ｔ．Ｔ．　長手　幹雄

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝

＜3月度ライオン誕生祝＞

　５日　L灘本　明雄　　５日　L尾庭　靖男

　８日　L瀬川　雅矢　　18日　L中畑　圭治

　27日　L小松　則夫　　27日　L永川　智康

　31日　L松岡　　正　　31日　L勝田　雅昭

＜3月度ライオンレディー誕生祝＞

　２日　LL西山久理子　　６日　LL堤　　雅子

　８日　LL宮永　公子　　15日　LL長瀬友加枝

　23日　LL髙田　礼奈

◎ 幹事報告

１）�３/19㈮　姫路ライオンズクラブCN66周年記

念例会（不参加）� 於：姫路商工会議所

２）３/23㈫　第1634回例会【書面例会】

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）４/８㈭　第10回理事会�於：神戸ポートピアホテル

４）４/13㈫　CN68周年記念例会（第1635回例会）

� 於：神戸ポートピアホテル

５）４/18㈰　第67回地区年次大会・晩餐会

� 於：神戸ポートピアホテル

６）４/20㈫　京阪神３クラブ懇親会�於：大阪にて

７）４/27㈫　第1636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）３/29㈪　地区年次大会記念ゴルフ

� 於：小野グランドカントリークラブ

◎ 出席率報告　第1632回（2/24）

書面例会により出席者なし。
正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

68 1 2 26 97

◎ テール・ツイスター報告

※ドネーション　0円　0件� 累計　910,000円

※ファイン　　　0円� 累計　 45,045円
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　年度末が一年間のうち最も慌しい時期である方々も多いかと存じます。そのような中、桜の開

花が宣言され、今週末には神戸は満開との予想だそうです。休日に犬と公園を散歩をしていると

まだ２～３分咲きに見えます。まだまだ寒い日もありますのでわかりませんが、確実に春が進ん

でいることに嬉しさを感じる今日この頃です。皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょう

か？

　さて、３月度理事会におきまして承認されました例会・理事会の通常開催再開に向け、鋭意準

備を進めているところであります。ただ、毎日刻一刻と変化する報道や情報を鑑みますと、社会

は非常に混乱しており、新型コロナウイルス感染状況やワクチン接種の状況、変異株感染者の増

加、飲食店営業自粛期間の延長など多くの懸念材料が山積しており、自宅でTVニュースを見る

たびに「再開判断は時期尚早ではないのか？」と、自問自答しております。

　335-A地区も地区年次大会や晩餐会の実施、335複合地区も年次大会、晩餐会の実施、友好クラブ

行事としては京阪神３クラブ合同懇親会の再開、福岡ライオンズクラブのチャーターナイト実施

など、皆様コロナウイルス感染減少を見込んだ計画に基づき、実施スケジュールが続々と届いて

きております。

　このような中、神戸（ホスト）ライオンズクラブが選択する判断としては、まず第一に「健康と

安全」を優先したいと思っております。一旦決定した事は重要ではありますが、最新の社会状況

に最新の正確な情報に基づき、臨機応変な対応で乗り切る所存です。

　万一の場合は緊急的な判断をせざるを得ない状況もあり得ることを、会員皆様に御承知おき頂

ければ幸いです。

　クラブ運営に際し、会員皆様には、それぞれ様々な想いや考え方、社会的立場がある事は当然

承知しております。高所大所から都度忌憚のないご意見を頂戴し、最良の判断材料としてご意見

の反映が出来ればと存じます。いつでもお気軽にお声がけ頂ければ幸いです。

　無事に例会の通常再開、第68回チャーターナイト開催が実現し、お久しぶりに皆様にお目にか

かれること、今期の書面例会はこれが最後となることを心より祈念し、会長の挨拶に代えさせて

頂きます。

3月/第二例会第1634回 書面例会
2021年3月23日火

第68期

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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◎ 選挙会

次期（第69期）役員・会計監査・会員委員会

　　　　　　付則第4条委員 候補者 （敬称略）

会　　　長　貞松　秀行� 二 年 理 事　森本　克幸

前
（LCIFコーディネーター）

　会　長　堤　　公一� 二 年 理 事　岡村　武和

第
（GLTクラブ指導力育成委員長）

1副会長　中野　康治� 二 年 理 事　主森　尊之

第2副会長　加藤憲一郎� 二 年 理 事　青田　嘉之

第3副会長　森川　　拓� 一 年 理 事　栗栖　正明

幹　　　事　勝田　雅昭� 一 年 理 事　瀬川　雅矢

会
（財務委員長）

　　　計　小山　嘉昭� 一 年 理 事　森　　大介

L ． T ．　宮城　良太� 一 年 理 事　井浪　謙祐

T ． T ．　西島　大輔� 奉仕委員長　長手　幹雄

計
（プログラムコーディネーター）

画委員長　松田　慎介� マーケティング　　　　　
コミュニケーション委員長　三宅　　直

会 計 監 査　二川　真人� 会員委員長　篠𠩤　裕幸

会 計 監 査　永川　智康� 会
（付則第4条）

員委員会委員　井浪　謙祐

＜準役員＞

副　幹　事　主森　尊之� 副　会　計　松田　慎介

副Ｌ．Ｔ．　榎本　伸二� 副Ｔ．Ｔ．　長手　幹雄

◎ 幹事報告

１）４/８㈭　第10回理事会

於：神戸ポートピアホテル

２）４/13㈫　CN68周年記念例会（第1635回例会）

於：神戸ポートピアホテル

３）４/18㈰　第67回地区年次大会・晩餐会

於：神戸ポートピアホテル

４）４/20㈫　京阪神３クラブ懇親会

於：万博公園・茨木CC・リーガロイヤル

５）４/27㈫　第1636回例会

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）５/６㈭　第11回理事会

於：ラスイート神戸ハーバーランド

７）５/11㈫　第1637回例会

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

８）５/15㈯　香港ホストLC65周年（予定）

於：香港

９）５/20㈭　オールデスト５クラブの集い

於：横浜にて

10）５/24㈪　福岡LC65周年記念例会 於：福岡にて

11）５/25㈫　第1638回例会

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

12）５/30㈰　335複合地区年次大会

於：ウエスティン都ホテル京都

◎ 同好会のお知らせ

＜ゴルフ＞

１）３/29㈪　地区年次大会記念ゴルフ

於：小野グランドカントリークラブ

◎ 出席率報告　第1633回（3/9）

書面例会により出席者なし。

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

68 1 2 26 97

◎ テール・ツイスター報告

※ドネーション　0円　0件� 累計　910,000円

※ファイン　　　0円� 累計　 45,045円
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第1635回 例会
2021年4月13日火［12:15～13:30］／神戸ポートピアホテル「偕楽の間」

 CN68周年 記念例会

4月/第一例会第68期

　本日は、たくさんのメンバーの皆様にお集まりい
ただきまして誠にありがとうございます。
　例年多くのゲストの方々にお集まりいただき夜に
開催しておりましたが、色々と変更がありましたこ
とお許しください。
　まん延防止等重点措置が解除になりましたら、速
やかに通常のスケジュールに、コロナ対策をしっか
りしたうえで、戻っていきたいと思っておりますの
で、それまで皆様、我慢のほどよろしくお願いでき
ればと思います。

　今までお目にかかれなかった４か月の間もライオンズクラブの奉仕活動は粛々と実行さ
れまして、本年度の奉仕活動事業も、１月度、２月度に集中していたのですが、無事に完
了することができましたことをここにご報告させていただきます。
　本年度の事業はこれで終了したのですが、コロナの時世を鑑みまして、神戸（ホスト）ラ
イオンズクラブでまだまだできることはないのかということで、前回の理事会で諮ってい
ただきまして、本年度、兵庫県が発起人となって作っております「ひょうご新型コロナウ
イルス対策支援基金」への寄付を決定させていただきました。
　昨年度は神戸市の中央市民病院の医療従事者の方にクッキー工房マミーのクッキーをお
届けし、プレゼントさせていただき、支援をさせていただきました。「ひょうご新型コロナ
ウイルス対策支援基金」ということで、皆様の机の中央にリーフレットを置かせていただ
き、小さな箱や、出入り口には募金箱を置いていますので、お気持ちだけで結構ですので、
いただければ幸いでございます。
　本日は、会食ができませんので、Ｌ栗栖にお弁当の準備をいただきましたので、お帰り
の際にお持ち帰りいただき、お食事を後ほどお楽しみいただければと思います。
　本日はプログラム満載ですので、簡単ではございますが、これにて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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21．ライオンズ・ローア
� ライオンズクラブ国際協会

335-A地区元地区ガバナー　L森本　克幸
22．「また会う日まで」～ピアノ演奏のみ～
� 全　　　員
23．閉会宣言� 会　長　L堤　　公一

◎ 新会員経歴紹介
山本 隆文（やまもと たかふみ）

スポンサー：L栗栖　正明
生 年 月 日：昭和56年7月26日
自　　　宅：〒671-4141
� 宍粟市一宮町東河内2486-1
勤　務　先：株式会社スマートミッション
　　　　　（日本料理�波勢）代表取締役
　　　　　〒650-0002
　　　　　神戸市中央区北野町3-1-8
電　　　話：078-271-0890
趣　　　味：マグロ釣り

◎ オールドモナーク贈呈
　45年　　L瀬藤　晃一（1976年２月入会）
　　　　　L村上　徳樹（1976年３月入会）
　40年　　L岡田　幸能（1981年３月入会）
　35年　　L平井　英夫（1985年６月入会）
　25年　　L松尾　博司（1996年２月入会）
　20年　　L中野　康治（2001年４月入会）
　15年　　L片山　聡之（2005年６月入会）
　　　　　L檜山　和司（2005年９月入会）
　10年　　L櫻井美津夫（2010年８月入会）

◎ 長寿・慶事お祝い 記念品贈呈
　卒寿　　L瀬藤　晃一
　米寿　　L岡田　幸能
　傘寿　　L沼田　武夫
　　　　　L佐伯　朋忠
　　　　　L平井　英夫
　喜寿　　L塚本　晴之
　　　　　L井戸　敏三
　金婚式　L沼田　武夫（昭和45年11月19日�ご結婚）

◎ 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．国歌「君が代」並びに「ライオンズヒム」
　　～ピアノ演奏のみ～
４．物故会員に対し黙祷� 全　　　員
５．会長挨拶� 会　長　L堤　　公一
６．兵庫県知事ご挨拶� 兵庫県知事　L井戸　敏三
７．神戸市副市長ご挨拶
� 神戸市副市長　L今西　正男
８．新会員入会式
　ａ）新会員経歴紹介� 会員委員長　L三宅　　直
　ｂ）「誓いの言葉」朗読� 新　会　員
　ｃ）新会員挨拶� 新　会　員
　ｄ）地区ガバナーより記念品贈呈
� 会　長　L堤　　公一
　ｅ）バッジ等・入会グッズ進呈�所属委員会指名
� 会　長　L堤　　公一
　ｆ）新会員へ花束贈呈� 会員委員長　L三宅　　直
　ｇ）スポンサーへスポンサーシップ証明書授与
� 会員委員長　L三宅　　直
９．オールドモナーク贈呈� 会　長　L堤　　公一
　　　代表ご挨拶� L瀬藤　晃一
10．長寿・慶事お祝い� 会　長　L堤　　公一
　　　代表ご挨拶� L岡田　幸能
11．第67・68期新会員ご紹介� 会　長　L堤　　公一
12．2019～2020年クラブ優秀賞�授与
� 会　長　L堤　　公一
13．キー賞�授与� 会　長　L堤　　公一
14．ライオンズクラブ100周年会員増強賞�授与
� 会　長　L堤　　公一
15．4月度ライオン・ライオンレディ誕生祝
� 出席大会・友愛副委員長　L小山　嘉昭
16．審議事項� 会　長　L堤　　公一
17．幹事報告� 幹　事　L森川　　拓
18．委員会報告� 各 委 員 長
19．テール・ツイスター報告
� テール・ツイスター　L沼田　恒守
20．出席率報告
� 出席大会・友愛副委員長　L小山　嘉昭

司会　幹事　L森川　拓
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◎ 第67・68期新会員ご紹介
　第67期　　L遠藤　　浩（2019年７月入会）
　　　　　　L岩田　一紀（2019年７月入会）
　　　　　　L辻野　佳秀（2019年７月入会）
　　　　　　L長手　幹雄（2019年７月入会）
　　　　　　L道上　広基（2019年７月入会）
　　　　　　L久野木啓太（2019年７月入会）
　　　　　　L平山　龍一（2019年９月入会）
　　　　　　L髙田　晋也（2019年９月入会）
　　　　　　L大石　康二（2020年１月入会）
　　　　　　L松浦　幸博（2020年１月入会）
　　　　　　L井坂　孝一（2020年６月入会）
　　　　　　L中川　亮一（2020年６月入会）
　　　　　　L青山　美都（2020年６月入会）
　　　　　　L西原　秀樹（2020年６月入会）
　第68期　　L濱田　秀雄（2020年７月入会）
　　　　　　L今西　正男（2020年９月入会）
　　　　　　L田中　宏昌（2020年10月入会）
　　　　　　L山本　隆文（2021年４月入会）

◎ 2019～2020年 クラブ優秀賞 授与
　第67期会長　L井浪　謙祐（11名の会員増強を達成した）

◎ キー賞 授与
　L岡村　武和（スポンサーをした会員10人が、1年以上在籍した）

　L井浪　謙祐（スポンサーをした会員5人が、1年以上在籍した）

◎ ライオンズクラブ100周年会員増強賞 授与
　　（100周年期間中に、会員増強をした）
★Diamond�Centennial�Award
　L貞松　秀行　　L青田　嘉之　　L主森　尊之
★Gold�Centennial�Award
　L貞松　秀行　　L沼田　恒守

◎ ライオン・ライオンレディ誕生祝
＜4月度ライオン誕生日＞
　15日　L遠藤　　浩　　18日　L左　　倫和
　26日　L岩田　一紀
＜4月度ライオンレディ誕生日＞
　１日　LL中畑由佳里　　３日　LL井坂　香織
　13日　LL西島　永梨　　13日　LL大石　智美

　14日　LL沼田　和子　　16日　LL井浪　智子
　20日　LL松田　裕子

◎ 審議事項
１）次期地区出向者について
２）交代会員について（サントリー様）
３）CN68周年記念例会の変更点について
４）�兵庫県への寄付金について（コロナウィルス
対策資金として）

５）今後の例会について

◎ 幹事報告
１）４/18㈰　第67回地区年次大会【晩餐会中止】
� 於：神戸ポートピアホテル

２）４/20㈫　京阪神3クラブ懇親会【中止】
� 於：大阪にて

３）４/27㈫　第1636回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

４）５/６㈭　第11回理事会【ZOOMにて】
� 於：ラスイート神戸ハーバーランド

５）５/11㈫　第1637回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）５/15㈯　香港ホストLC65周年（予定）
� 於：香港にて

７）５/20㈭　オールデスト5クラブの集い【中止】
� 於：横浜にて

８）５/24㈪　福岡LC65周年� 於：福岡にて

９）５/25㈫　第1638回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

10）５/30㈰　335複合年次大会
� 於：ウエスティン都ホテル

◎ 出席率報告　第1634回（3/23）
書面例会により出席者なし。

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

68 1 2 26 97

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　910,000円
※ファイン　　　0円� 累計　 45,045円
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　出席させていただくの
は１年ぶりではないかと
思います。今年のお正月
の例会はコロナで開催さ
れませんでしたので、お
正月の例会には出席でき
ませんでした。
　コロナには本当に悩ま
されております。今の状
況は、昨日は119名で、月
曜日としては史上最大の
感染者数を記録しまし
た。１週間の感染者を平
均すると１日当たり289という数字になります。
７をかけていただくと約2000。今われわれが確保
しているコロナ病床は839プラス、あと100増や
そうと努力を続けています。仮に100増えたとし
ても939、ホテル等々の療養施設、今は1000です
が、それを150増やそうということで1150。合計で
2000ちょっとですから、１週間の発症者数をその
まま受け入れると満杯になってしまうという状況
であります。
　したがいまして、今までは原則、コロナ患者は
自宅療養すると急変されたりする危険もあるの
で、自宅療養はしないということで取り扱ってき
ましたが、病床が維持できません。重篤の方は病
床で看護できるようにせざるを得ませんから、自
宅療養にあえて先週後半から踏み切らせていただ
いております。
　自宅療養されても医師の診療、あるいは看護師
がフォローアップするなど、きちんとケアしてい
くわけですが、そういう危機的な状況に至ってい
ます。先日、専門者会議を聞きましたところ、も
う病院に頼らずに、どうしようもありませんか
ら、発症を防いでもらわなければなりません。か
からないようにしていただかないといけません。
そういう悲痛な意見を頂戴しました。
　４月５日から「まん延防止等特別地域」に指定、
対応しているわけですが、４月５日から14日たつ

と19日ですから、来週に
なってどんな成果が上が
るか、これに注目してい
きたいと思っています。
　４月に入りまして、３
月末に患者がかなり増え
始めましたので、中播
磨、東播磨、神戸、阪神
南、阪神北、この地域に
は特別に営業時間９時ま
でのご協力をいただくこ
とにしましたが、あまり
効果が出ていないような

ので、「まん延防止重点地区」指定を政府にお願い
したという状況でございます。午後８時まで、お
酒は７時までということですが、どんな形になる
のか、期待して、見守っていきたいということで
ございます。
　発症者の６割近くは家庭内感染で、職場は約
20％、クラスターが15％、この３つがほとんどと
なっています。問題は、職場にどこから持ち込ん
でいるかということです。最もリスクが高いのは
飲食です。マスクを外さないと飲食はできないの
で、マスクを外します。複数で、しかも食事は15
分以内で終わりません。感染する可能性が非常に
高いので、飲食の場合はご注意くださいと強くお
願いしています。
　皆さんにいつまで続くのかと言われます。こう
いう状況は、ワクチン接種がある程度は広がり、
一般の方々の２回目の接種のめどがついてこない
と、対策の期限は示せないのではないかと思って
います。
　ようやく昨日から高齢者へのワクチン接種が始
まりました。神戸や伊丹が最初でしたが、ワクチ
ンの絶対量が今のところまだありません。連休明
け５月５日以降になれば潤沢に入ってきますの
で、高齢者の方々に対して６月中旬までには何と
か２回目も含めた接種ができればと思っています。
　それと並行して一般の方々に対する接種が始ま

来　賓　祝　辞

兵庫県知事
L井戸 敏三
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ります。７月いっぱい、８月中頃までかかってし
まいますが、それまでには何とかワクチン接種が
終わりますので、我慢をということで、ぜひご協
力をいただけましたら幸いでございます。
　今年の県の予算はコロナ対策で水ぶくれしまし
て４兆８千億円になりました。一般会計だけでも２
兆８千億円になっています。大きく膨らませたのは
事業計画の制度融資の枠であり、８千億円の枠を当
初予算で用意しました。昨年は６地区で１兆３千億
円の枠を設定しましたが、一括して１兆円を優に超
えてしまいました。ですから、あと８千億円ほど
用意して、つないでいただくということで、ぜひ
皆さんにもご理解いただきたいと思っています。
　税収が約920億円、前年に対して落ちました。税
収減が今年の予算の課題でしたが、税収が落ちる
と４分の３は地方交付税で埋めてくれますので、
800億円弱は地方交付税で埋めたのですが、残り
150億円をどうするか。これも臨時的な措置で、令
和元年度の収入と令和３年度との差額分は特別に
借金を認めるという措置が講じられましたので、
140億円はその措置で特別に起債を発行して何と
か組めたという状況でございます。
　ポストコロナ時代を想定して、それに対して兵
庫県はどのように対応していくかということが、
今の時点で問われている。そういう意味もありま
して、まずはデジタルトランスフォーメーショ
ン、情報基盤をしっかり整備する。すでに兵庫県
内には情報が入ってくるという形で、県内のどこ
でもアクセスできるよう連携していますが、東京
にもアクセスポイントを作り、東京と兵庫をつな
いで情報環境は東京にいるのと変わらない。した
がって十分こちらでも仕事ができる。そういう環
境整備をこの３月からいたしました。
　第一号は淡路に本社を移しましたパソナで、５
月の初めから利用を始めることになっています。
活用いただくと兵庫情報ハイウェイは無料で使え
ます。あとは、東京のアクセスポイントで、東日
本全体に対して、定額料金だけで兵庫にいても東
京でＩＴを使うのと同じ環境で展開できる。そう
いう状況を作り出しています。
　２つ目は産業の構造転換です。２つの動きが
出てきていまして、一つは、世界的なサプライ

チェーンで、あまりにも外国に頼りすぎるのはよ
くない。昨年はマスク不足で大変でした。マスク
は８割以上、中国に依存していました。ですから、
そういう状況を国内回帰していこうという動きが
出てきています。もう一つは、産業構造の面でも
地球温暖化対応が問われている。それに対する環
境整備をしっかりやっています。
　３番目は地方回帰、地方への関心が高まりつつ
ある。東京一極集中をなかなか是正できなかった
のですが、昨年は東京が社会減になりました。社
会増ではなく社会減になりました。ただ、社会減
のワースト１は兵庫県です。7000人が流出してし
まったのですが、どこに行っているかというと大
阪が多いです。
　兵庫県がワースト１になった理由は、従前は西
日本からそれを埋めるくらいの人たちが来てくれ
ていたのですが、コロナ禍で西日本からの移動者
がほとんどなかった。したがって、出ていくだけ
なのでワースト１になってしまった。こういう状
況でございます。
　地方回帰現象、つまり密を避けるという選択を
する動きが出てきますので、その動きをしっかり
つかまえていく。これがポストコロナ実現の課題
であるかと思っています。そういう新しい動きを
兵庫県がしっかりとつかまえていくためにも、現
在2050年を展望した新しいビジョンを策定しよう
と検討を進めているところです。
　私の任期もこの７月で終わりますので、あと３
か月半ですが、しっかりポストコロナ社会を見
据えて、兵庫県として今まで取り組んできた「兵
庫らしさを発揮する県政」を続けてもらえるよう
に、しっかりと務めたいという思いであります。
　ライオンズの皆さんにお世話になってきました。
知事を辞めても仲間にしてくれると言っていただ
きましたので、喜んで参加させていただきます。
そうなると、時間もできますから、１年に２回で
はなくて、もう少し参加させていただいて、ぜひ
意見交換ができるようにしたいと思っています。
　７月いっぱいまではなかなか顔を出せないと思
いますので、少し早いですが、お願いと感謝を申
し上げておきたいと思います。ありがとうござい
ました。
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　皆さん、こんにちは。
神戸（ホスト）ライオンズ
クラブがＣＮ68周年を迎
えられましたことを心か
らお喜び申し上げたいと
思います。また、コロナ
禍の中にありまして、堤
会長はじめ役員の皆様方
には、大変ご苦労をしな
がらクラブの運営にご尽
力いただいておりますこ
とに感謝と御礼を申し上
げたいと思います。あり
がとうございます。
　先週から今週にかけて、今コロナで大変暗い
ニュースが多いですが、大変うれしいニュースが
ありました。一つは池江璃花子選手が白血病を克
服して４冠を達成してオリンピックの出場権をつ
かんだというニュース。もう一つは、昨日、松山
英樹選手がマスターズを制覇したという大変うれ
しいニュースがありました。スポーツは理屈抜き
で勇気と感動を与えてくれると心から感じたとこ
ろです。
　オリンピック、観客はどうするのかという話も
ありますが、大変楽しみになってきたと思ってお
ります。ただ、井戸知事からもありましたように、
足元の状況は、コロナで大変厳しい状況になって
います。
　神戸の状況を少しお話させていただきますと、
先週の土曜日に新規感染者153人という過去最高
の数字が出ました。最近は新規感染者が非常に増
えています。病院に入っていただくのが一番よい
のですが、病院に入れずに自宅で待機をしていた
だいている患者の方が600人います。それとは別
に自宅療養の方が250人いますので、医療危機、医
療崩壊の手前にあるという状態に今はなっている
ということです。
　井戸知事からもありましたように、とにかく新
規感染者を出さないということが医療現場を救う

ことになりますので、ぜ
ひともマスクや会食時の
距離等の注意を守ってい
ただきたいと思います。
　ワクチンが一番の対策
ということで、神戸市で
も昨日から始めさせてい
ただきました。今、神戸
に届いているワクチンの
数は485人分です。65歳
以上の人口は、神戸市
には43万人います。今、
0.1％という状況になっ

ています。４月中はほとんど届きません。５月に
なると、河野大臣からも十分な量を供給すると言
われておりますので、75歳以上と65歳以上とに分
けて接種券をお配りしようと思っています。
　来週19日に75歳以上の方24万人に対してワクチ
ンの接種券の発送をさせていただきたいと思って
います。それが届いた方は５月10日から始まる集
団接種の予約をしていただくという段取りになり
ます。
　65歳から75歳の方は、来月になりますが、５月
17日に発送させていただく予定にしています。そ
の時期から診療所や病院でも個別接種が始まりま
すので、高齢者の方々にはできるだけ早く接種を
受けていただきたいと思っています。
　43万人ですので86万回、予防接種を打たないと
いけません。大変な混雑も予想されますので、で
きれば来たらすぐに予約をしていただければ大変
ありがたいと思います。
　その後は順位的には基礎疾患のある方、その次
には高齢者施設等の従業員、その次に60～64歳の
方、その後はその他の方、全員ということになり
ます。
　できるだけ早くワクチン接種をさせていただき
たいと思っています。外国の例では、４割くらい
接種をすると新規感染者数が大きく下がってくる
という状況がみられていますので、できるだけ早

来　賓　祝　辞

神戸市副市長
L今西 正男
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　皆さん、こんにちは。新会員の山本でございま
す。このたび栗栖さんのご推薦によりまして歴史
のあるクラブに入会させていただいたこと、大変
うれしく、誇りに思っております。皆さん、どう
ぞよろしくお願いします。

　自己紹介をさせていただきます。年齢は39歳で、
兵庫県宍粟市にある地域密着の中小企業ですが、
ＩＴサポートの会社を経営しています。神戸で
「日本料理波勢」という懐石料理の店を経営して
います。もう一つ、兵庫県西播磨地域の野菜やお
米などの商品を産直で販売しているお店も、日本
料理波勢の隣で経営しています。２店舗目という
ことで、５月か６月に、釣った魚をお出しするお
店をオープン予定であります。
　今回クラブに入らせていただくので、実は社会
奉仕に関しては、今まで恥ずかしながらやったこ
とがなかったのですが、これを機にしっかり社会
奉仕の活動を頑張っていきたいと思っておりま
す。まだまだ未熟者ではございますが、ご指導、
ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。あり
がとうございました。

く皆様方に打っていただきたいと思っています。
　ワクチンも含めてコロナ対策を最優先に全力で
取り組んでおりますが、一方で、ポストコロナも
にらんで神戸の発展のために新たな歩みを進めて
いかなければならないと思っています。
　三宮再整備の第一弾として４月26日に神戸三
宮阪急ビル、29階建てのビルですが、名称は
「EKIZO神戸三宮」。EKIZOとはエキゾチックと
駅をかけた名称のようですが、それがオープンす
ることになっています。
　ホテルや飲食など新しいものができています。
15階に企業やスタートアップの方々が交流でき
る「アンカー神戸」がオープンすることになって
います。これは、神戸市が設置して神戸新聞社、
トーマツが運営することになっています。新たに
イノベーションを起こそうということで、会員制
の施設です。できれば皆さん方にもぜひ入会いた
だいて、新たなイノベーションをそこから起こし
ていただくような、取り組みをやっていただけれ
ばと思います。
　ウォーターフロントでは先日、１万人の多目的
アリーナの整備が決まりました。当然、１万人と

いうことですから、ポストコロナをにらんで、多
くの人が集まっても大丈夫だという状況をにらん
で、民間の方々が投資をしたということでございま
す。ＮＴＴの都市開発が中心となって整備を行い、
2024年度には出来上がることになっていまして、バ
スケットの西宮ストークスの本拠地になります。
　このウォーターフロントには、新港第１突堤の
辺り、税関の南のところに、今秋には水族館がで
きることになっています。チョコレートミュージ
アムなど、いろんな施設ができることになってい
ますので、ウォーターフロントが新しくなること
についても、ぜひとも楽しみにしていただければ
と思っています。
　神戸市では、コロナ対策に全力で取り組みなが
ら、そのうえでポストコロナについてもしっかり
前に進めてまいりたいと思っておりますので、ぜ
ひとも皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願い
したいと思います。
最後になりますが、神戸（ホスト）ライオンズク
ラブのますますのご発展を祈念申し上げまして、
私から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。

❖❖❖ 新会員挨拶 ❖❖❖
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　皆さん、こんにち
は。一言ご挨拶を申
し上げます。私が入
りましたのは23期、
今から45年前です。
最初は大変緊張した
ことを覚えていま
す。以来45年、来月

で90歳になりますので、そろそろ人生を卒業しな
いといけないような年になりました。
　私は大正生まれで、会員の８割は大正の方でし
た。大正の方は戦争で大変苦労をされた方が多
く、フィリピンなり南方で苦労されたのだと思っ

ております。以来45年、私も卒業生になりました。
45年ありがとうございました。代表しまして御礼
を申し上げます。

　こんにちは。岡田
でございます。皆さ
んのお世話になりな
がら、迷惑をかけな
がら、米寿になりま
した。振り返ってみ
ますと、私が子供の
頃は60歳くらいがほ

とんどでございまして、70に
なっている方はほとんど見受
けなかったように思います。
最近は環境もよくなりまし
て、生に対する欲望が出てま
いりました。
　しばらく前のことですが、
Ｌ瀬藤に、私は100まで生き
るが、私が死んだとき死亡診
断書を書いてくれるかと申し
上げたら、Ｌ瀬藤は任せてお
けとおっしゃってくれまし

た。瀬藤先生は私が生きている限りは死んではい
けない。
　最近コロナで大変ではありますが、副市長の話
では、そろそろワクチンが渡りそうですので、で
きるだけ早くワクチンをいただいて、もうしばら
く皆さんにご迷惑をおかけすると思いますが、よ
ろしくお世話をお願いいたします。今日はどうも
ありがとうございました。

オールドモナーク代表挨拶

長寿・慶事お祝い代表挨拶

L 瀬 藤  晃 一

Ｌ 岡 田  幸 能
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記念ゴルフ大会 成績表

順 位 氏　　名 NEW OUT NEW IN GROSS HDCP NET

準優勝 佐伯　朋忠 43 44 87 13.2 73.8
15位 平山　龍一 33 41 74 +2.4 76.4
16位 塚本　晴之 47 50 97 20.4 76.6
30位 森川　　拓 58 54 112 33.6 78.4
41位 長手　幹雄 49 54 103 24.0 79.0
57位 岩田　一紀 56 57 113 32.4 80.6
58位 宮城　良太 55 58 113 32.4 80.6
59位 永川　智康 51 50 101 20.4 80.6
81位 小山　嘉昭 55 51 106 22.8 83.2
88位 勝田　雅昭 61 51 112 27.6 84.4
93位 井浪　謙祐 51 50 101 15.6 85.4
99位 森　　大介 56 65 121 33.6 87.4

★ベストグロス賞……L平山　龍一

★ニアピン賞…………L長手　幹雄

ゴルフ 第67回 地区年次大会　記念ゴルフ大会
2021年3月29日（月）　小野グランドカントリークラブ
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4月/第二例会第1636回 書面例会
2021年4月27日火

第68期

　新緑が芽生え、本当に気持ちの良い季節になっ
て参りました。日中は汗ばむ日も多くなって参り
ましたが、皆様におかれましてはいかがお過ごし
でしょうか？
　前回例会で、２年振りにチャーターナイト記念
例会が開催出来ました事、12月の第１例会以来、
約４ヶ月振りに皆様にお目にかかれました事、誠
に嬉しく思います。また、変速的な開催方法に臨
機応変にご対応を頂きまして、メンバー全員に対
し心より感謝申し上げます。その折にご説明させ
て頂きました「ひょうご新型コロナウイルス対策
支援基金」にもご賛同頂き、例会場に設置させて
頂きました募金箱にも多くのお気持ちを頂きまし
た事、重ねて感謝申し上げます。しかし、その余韻
に浸る間もなく、強力なコロナ第４波は感染者数
が増加の一途を辿っており、再び「緊急事態宣言」

が発令された事は誠に残念でなりません。その期
間中にあたる５月度第１例会は止むを得ず書面例
会とさせて頂きます事、ご容赦頂きたく存じます。
　５月度に予定されておりました、横浜LC主催
の「オールデスト５クラブの集い」と、福岡LCの
「第65回CN記念例会」が中止又は延期の連絡が入
りました事、併せてご報告させて頂きます。その
他、地区年次大会をはじめとする、その他LIONS
行事の開催も予断を許さない状況かと存じますの
で、情報入手次第、迅速に皆様へお知らせしたい
と存じます。
　第68期も大詰めの時期ではありますが、「緊急
事態宣言」の解除までは我慢で、早期収束に全面
協力し、１日も早く皆様とお目にかかれる日を楽
しみにしております。とにかく安全と健康第一で、
良いゴールデンウィークをお過ごし下さいませ。

◎ 委員会報告
〈奉仕委員会〉
１）４/12㈪　献血� 於：神戸中央郵便局
　　200ml＝2人　400ml＝13人
　　合計確保量　5,600ml
２）４/23㈮　献血� 於：三菱電機㈱神戸製作所
　　200ml＝２人　400ml＝140人
　　合計確保量　56,400ml

◎ 幹事報告（★次期）
１）５/06㈭　第11回理事会【Web】
� 於：ラスイート神戸ハーバーランド
２）５/11㈫　第1637回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
３）５/15㈯　香港ホストLC65周年（予定）
� 於：香港
４）５/20㈭　オールデスト5クラブの集い【中止】
� 於：横浜にて
５）５/22㈯　第67回地区年次大会年次式典
� 於：神戸ポートピアホテル
６）５/24㈪　福岡LC65周年記念例会【中止】
� 於：ホテル日航福岡
７）５/25㈫　第1638回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
８）５/28㈮　★第69期準備理事会
� 於：生田神社会館

９）５/30㈰　335複合地区年次大会
� 於：ウエスティン都ホテル京都
10）６/３㈭　第12回理事会� 於：生田神社会館
11）６/７㈪　1R・1Z第4回ゾーンミーティング
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
12）６/８㈫　第1639回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
13）６/14㈪　�★地区準備キャビネット会議・三

役研修会等
� 於：神戸ポートピアホテル
14）６/18㈮　�★現・次期役員理事・委員長・副委

員長懇親会
� 於：神戸ポートピアホテル
15）６/22㈫　第1640回年次総括例会
� 於：神戸ポートピアホテル
16）６/25㈮～29㈫
　　バーチャル国際大会（モントリオール国際大会）

◎ 出席率報告　第1635回（4/13）
書面例会により出席者なし。
正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計
69 1 2 26 98

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　110,000円　2件�累計1,020,000円
※ファイン　　　　　 0円� 累計45,045円

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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5月/第一例会第1637回 書面例会
2021年5月11日火

第68期

　目に青葉がしみる頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

　外出自粛の中のゴールデンウィークは旅行やBBQやクルージングの予定も無く、暇を持て余す

のではと思っておりましたが、愛犬（チワワとダックスフントのハーフ犬）と毎日散歩したり、自

己流で筋力トレーニングをしたり、テレビでプロ野球観戦したり、Netflixやhulu（定額ストリー

ミングサービス）で海外ドラマや映画を観たり、ネットで欲しいものが見つかるとポチっとした

りと、意外やあっという間に休暇を消化してしまいました。休み疲れもなく、お陰様でしっかり

と英気を養うことが出来ました。コロナまでの休暇はとにかく予定を詰め込み過ぎていたのに気

付き、すっかりスローライフが板についてきた今日この頃です。

　例年は４月と５月はクラブや地区行事や友好クラブとの交流が最も多いはずでありましたが、

前回の書面例会からあまり日も経ってない中で世間の状況は目まぐるしく変化しております。新

型コロナウイルス感染拡大による「緊急事態宣言」の延長に伴い、残念ながら５月度第２例会

（5/25）も書面例会となることが決定致しました。

　また5/6に通信アプリ「Zoom」で実施された、第68期第11回理事会にて『例会等クラブ行事開催

規定』を上程させて頂き、承認されました。内容は、今後も予想される国や自治体からの集会等

自粛要請に対し、基準を設けて例会・理事会等クラブ行事の開催可否に事前対応するというもの

です。これからもまだ先の見えない状況の中でのライオンズ活動となることを想定し、作成致し

ました。本書面例会の審議事項の一つとなっておりますので内容ご周知頂ければと存じます。

　徐々にではありますが高齢者向けワクチン接種も始まり、ようやく一筋の光が見えてきた気が

しております。一日も早い収束に希望を持ち続けて、残りの任期も少なくなりましたが、しっか

りと第68期を務め上げる所存です。

　�会員皆様とその家族、友人、経営されていらっしゃいます会社の従業員の皆様の健康と安全

を、６月には皆様とお目にかかれる事を心より祈念しまして、会長の挨拶に代えさせて頂きます。

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一
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◎ 審議事項
１）CN68周年記念例会　決算報告

２）�新規協賛事業（一般社団法人�リア充ひょうご）

について

　　新規青少年育成事業への協賛金３万円拠出決定。

３）�兵庫県肢体不自由児者協会　令和３年度賛助

会費について

　　賛助会費（法人会費）１万円拠出決定。

４�）感染症下における例会・理事会開催について

　　�別紙「例会等クラブ行事開催規定」ご参照下

さい。

５）�ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金に

ついて

　　�拠出金内訳決定（クラブ30万円・募金３万９

千円・五役16万１千円�　※合計50万円）

６）次期地区出向者通知

　　�L森本克幸　　L岡村武和　　L栗栖正明

　　L瀬川雅矢　　L森川　拓　　L堤　公一

　　６名が出向する

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝
＜5月度ライオン誕生祝＞

　20日　L瀬藤　晃一　　21日　L小山　嘉昭

　25日　L主森　尊之

＜5月度ライオンレディー誕生祝＞

　４日　LL灘本さつき　　８日　LL森川加奈子

　20日　LL久野木晶子　　24日　LL中川真美子

　24日　LL大塚みのり　　26日　LL青松　郁子

◎ 幹事報告（★次期）
１）５/15㈯　香港ホストLC65周年【2022.5月に延期】

於：香港にて

２）５/20㈭　オールデスト5クラブの集い【中止】

於：横浜にて

３）５/22㈯　第67回地区年次大会式典【延期】

於：神戸ポートピアホテル

４）５/24㈪　福岡LC65周年記念例会【中止】

於：ホテル日航福岡

５）５/25㈫　第1638回例会【書面例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）５/28㈮　★第69期準備理事会【Webにて】

於：生田神社会館

７）５/30㈰　第67回335複合地区年次大会【中止】

於：ウエスティン都ホテル京都

８）６/３㈭　第12回理事会� 於：生田神社会館

９）６/７㈪　1R・1Z第４回ゾーンミーティング

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

10）６/８㈫　第1639回例会

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11）６/14㈪　�★地区準備キャビネット会議・三

役研修会等�於：神戸ポートピアホテル

12）６/18㈮　�★現・次期役員理事・委員長・副委

員長懇親会�於：神戸ポートピアホテル

13）６/22㈫　第1640回年次総括例会

於：神戸ポートピアホテル

14）６/25㈮～29㈫　

　　　　　　モントリオール（バーチャル）国際大会

於：オンラインにて

◎ 出席率報告　第1636回（4/27）
書面例会により出席者なし。

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

69 1 2 26 98

◎ テールツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　1,020,000円

※ファイン　　　0円� 累計　　45,045円
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5月/第二例会第1638回 書面例会
2021年5月25日火

第68期

　今年は例のない早さで梅雨入り宣言となりまし
た。当初は雨続きでありましたが、予想に反し意
外に晴れ間も多く、気持ちの良い快適な梅雨と
なっておりますが、皆様におかれましてはいかが
お過ごしでしょうか？
　緊急事態宣言が再延長となり、書面例会が続い
ております事、誠に申し訳ありませんが何卒ご容
赦頂ければと存じます。
　報道機関の情報によりますと6月20日まで再々
延長になる可能性もあるとの事で、更に辛抱しな
ければと覚悟しております。もし、この通りにな
りますと、第68期の例会で皆様に直接お目にかか
れる可能性は6月第2例会（年次総括例会）を残す
のみとなります事、予め御承知おき下さいませ。
　世間を見渡しますと、長期に亘る自粛疲れや経

済停滞により人心が荒んできている気がしており
ます。東京オリンピックを巡りましても世論は
真っ二つに割れており、いずれにしても非常に厳
しい判断となるのは間違いなく、爪痕が残るのは
残念でなりません。
　このような中、神戸（ホスト）ライオンズクラ
ブの活動においては皆様に一貫してご理解を頂
き、暖かいお言葉ばかりを頂戴していることに感
謝申し上げます。
　五役、理事会の皆様をはじめ、全会員の皆様に
支えて頂き、ようやく第68期もゴールラインが近
づいてきておりますが、最後まで全力を振り絞っ
て走り切り、来期へのバトンを例会で直接手渡す
ことが出来ます様、心より祈念しまして会長の挨
拶に代えさせて頂きます。

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一

◎ 幹事報告（★次期）
１）５/28㈮　★第69期準備理事会【Webにて】
� 於：生田神社会館

２）５/30㈰　第67回335複合地区年次大会【中止】
� 於：ウエスティン都ホテル京都

３）６/３㈭　第12回理事会【Webにて】
� 於：生田神社会館

４）６/４㈮　地区新会員研修会【Webにて】
　� 於：ZOOMにて

５）６/７㈪　1R・1Z第4回ゾーンミーティング【書面】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）６/８㈫　第1639回例会【書面例会】
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）６/14㈪　�★地区準備キャビネット会議・次期
三役研修会

� 於：神戸ポートピアホテル

８）６/18㈮　�★現・次期役員理事・委員長・副委員
長懇親会� 於：神戸ポートピアホテル

９）６/22㈫　第1640回年次総括例会
� 於：神戸ポートピアホテル

10）６/26㈯　地区年次大会式典
� 於：神戸ポートピアホテル

11）６/25～29　モントリオール（バーチャル）国際大会
� 於：オンラインにて

１）７/８㈭　★第１回理事会� 於：生田神社会館

２）７/13㈫　�★第1641回例会（地区ガバナー表
敬訪問）

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）７/27㈫　★第1642回例会（ZC表敬訪問）
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

◎ 出席率報告　第1637回（5/11）
書面例会により出席者なし。
正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計
69 1 2 26 98

◎ テールツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　1,020,000円
※ファイン　　　0円� 累計　　45,045円
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6月/第一例会第1639回 書面例会
2021年6月8日火

第68期

　気がつけば６月に入り、あっと言う間に一年の
折り返しが近くなって参りました。ライオンズク
ラブの事業年度としては最終月となり、私が会長
を務めさせて頂きました第68期も残すところあと
僅かとなりました。先日、第69期準備理事会と第
68期最終理事会も通信アプリ「ZOOM」での開催
となりましたが無事に終え、いよいよバトンタッ
チが近くなってきたことを感じ、ほとんどの行事
予定は完了しているものの、何かやり残した事は
無いかソワソワしながら日々を送っております。
　本来であれば、６月度に入りますとクラブ内を
はじめ、地区や友好クラブとの新旧交代の行事が
あり、慌ただしくも清々しい毎日であるはずでし
たが、今期も全て中止となり残念であります。た
だ緊急事態宣言は6月20日には解除となる見込み
であり、６月22日（火）の今期最終行事である６月
度第２例会（年次総括例会）は今のところ開催予
定となっております。もちろん感染防止対策実施
の上での開催となりますので、会食は無く、お弁
当をお持ち帰り頂く形式となります事、ご容赦下
さいませ。尚、会場は神戸ポートピアホテルとな
りますのでお間違えのない様、お気をつけ下さい
ませ。

　例年この最終例会は夜に開催し、懇親会や余興
で多いに盛り上がり、楽しみにしているメンバー
も多かったとは存じますが、この様な開催形式と
なり誠に申し訳ありません。
　少し早いですが第68期を振り返りますと、予定
されていた行事は変更、延期、中止ばかりでクラ
ブ運営やメンバーのモチベーション維持、奉仕団
体としての存在意義の維持を非常に心配しており
ました。正直言って、生命の危険や会社経営の危
機の時にライオンズクラブの事ばかり考えていい
のか？自問自答しておりました。しかし、メン
バーの皆様はどなたも力強く私の背中を押して下
さり、「大変な時に会長になったな！頑張れよ！」
と暖かい声を掛けて頂き、その声が私の心の支え
となりました。この一年を乗り越えられたのは、
皆様方のこのお言葉のお陰としみじみ感じており
ます。
　どの様な形であれ、最後の例会で皆様にお会い
して会長として最後のご挨拶が出来ること、また
お世話になった五役をはじめクラブ運営にお力添
え頂きました皆様に、直接お礼のご挨拶が出来る
ことを心より祈念致しまして、会長の挨拶に代え
させて頂きます。

会長挨拶 ★第68期《会長》  L 堤  公一

◎ 審議事項
１）地区費・地区大会費の返金について
　　�一度クラブに返金を受けた上、次期理事会に
て使途等を検討する。

２）退会者について
　　賛助会員　L村上徳樹　今期末にて退会。
３）年次総括例会の開催について
　　�年次総括例会の開催について:昼例会・会食無
しで行う。

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝
＜6月度ライオン誕生祝＞
　18日　L長瀬　　猛　　25日　L青山　美都
＜6月度ライオンレディー誕生祝＞
　１日　LL瀬川　直子　　３日　LL中野　早苗
　24日　LL増田真由美　　27日　LL尾庭　恵子
◎ 幹事報告（★次期）
１）６/18㈮　★現次期・役員理事・委員長懇親会【中止】
� 於：神戸ポートピアホテル
２）６/22㈫　第1640回年次総括例会【昼例会・会食なし】
� 於：神戸ポートピアホテル

３）�６/25～29　モントリオール（バーチャル）
国際大会� 於：オンラインにて

４）６/26㈯　地区年次大会式典
 於：神戸ポートピアホテル
５）７/８㈭　★第１回理事会� 於：生田神社会館
６）７/13㈫　★第1641回例会（ガバナー表敬訪問）
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
７）７/27㈫　★第1642回例会（ZC表敬訪問）
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
８）７/27㈫　★第69期第1回長期ビジョン委員会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

◎ 出席率報告　第1638回（5/25）
書面例会により出席者なし。
正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計
69 1 2 26 98

◎�テールツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　1,020,000円
※ファイン　　　0円� 累計　　45,045円
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6月/第二例会第1640回 年次総括例会
2021年6月22日火［12:15～］／神戸ポートピアホテル本館B1「偕楽の間」

第68期

　皆さま、こんにちは。

お久しぶりに例会で皆

さまのお顔を見ること

ができまして、誠にう

れしく思います。昨

日、緊急事態宣言が解

除されまして、無事に

例会を開催することが

できました。まん延防

止等重点措置に変わり

世の中の雰囲気も少しは明るくなってきたのでは

ないかと思います。

　68期を振り返りますと、半分近くは書面例会と

なりまして、筆不精な私でございますが、皆さま

と文通しているような気持で毎回、何を書こうか

と悩みまして、内容も支離滅裂でございましたこ

と、ここにお詫び申し上げたいと思います。

　会長として、皆さまのおもてなしでございまし

たクリスマス家族例会、そして年次総括例会、こ

の場所で皆さまと一緒に会食しながら、お酒を飲

みながら楽しめなかったのは非常に残念でござい

ます。ただ、この１年、奉仕活動だけはほとんど

が実施できました。このことは非常にうれしい限

りでございます。

　昨日、私の期で残されておりましたアクティビ

ティ、皆さまにご承認いただきました、ひょうご

新型コロナウイルス対策支援基金の目録贈呈と感

謝状の贈呈が兵庫県知事Ｌ井戸の知事室で行われ

ました。報道機関にも駆けつけていただきまし

て、募金に多大なご協力をいただきました幹事を

はじめ、会計、LT、TTよりご挨拶、知事のご挨

拶がありまして、次期

会長関連も合わせまし

て盛大に執り行われま

した。このことはよい

記念になったと思って

おります。

　Ｌ井戸も８月10日を

もって任期満了という

ことで晴れ晴れしたお

顔をされていました。

これからは時間ができるのでもう少しライオンズ

活動を楽しみたいということで、８月以降は例会

にも参加したいとおっしゃっていましたので、ぜ

ひお越しの際は皆さま温かくお迎えいただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

　とうとう最後の例会となりました。私一人では

何一つできませんでしたが、幹事をはじめ皆さ

ん、思いを申し上げてお仕事を手伝っていただき

ました各委員長の皆さん、理事会でクラブの将来

を見据え貴重なご意見をいただきました理事の皆

さん、温かい目で見ていただいたメンバーの皆さ

ん、いつも細やかなご対応、迅速に対応していた

だいた事務局の木下さん等のおかげで、何とかこ

の１年を乗り越えることができました。ここにあ

らためて心より感謝申し上げたいと思います。

　また、このような時期に引き継ぎをさせていた

だくことになりましたこと、非常に残念ではあり

ますが、来期69期の貞松丸の出港が安全で幸多い

ことを心より祈念しまして、第68期会長の最後の

挨拶に代えさせていただきます。

　皆さん、１年間どうも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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◎ プログラム
１．開会宣言（ゴング）
２．国旗並びにライオン旗に敬礼
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．会員表彰� 幹　事　L森川　　拓
６．クラブ５役退任挨拶
７．クラブ５役バッジ交換

　１年間お世話になりまし
た。７月に幹事に就任させ
ていただき丸１年になりま
す。昨年の年次総括例会は
コロナでできず、７月の第
１回例会からの久々の例会
となりました。何とかコロ
ナの中で１年間、頑張って
できるかと思っておりまし

たが、上半期はそれなりに例会もできましたが、
下半期はコロナの影響でほぼ例会ができない状況
になってしまいました。
　コロナであっても、幸い例会も前半はありまし
たが、これを理由に活動を止めてはならないとい
うことで堤会長とともに頑張ってまいりました。
心残りがありまして、幹事の仕事を十分に果たせ
なかったということで、もう一度やりたい気持ち
もありますが、残念ながら１回というルールがあ
りますので、今期で幹事の仕事は終了とさせてい
ただきます。次期は新たに貞松会長のもと、コロ
ナもこれから終息に向かうと思いますので、ます
ます奉仕活動に尽力していただきたいと思ってい
ます。
　今期、至らない点もございましたが、全て幹事
の責任と思っております。ただ、皆さま温かく見
守ってくださり、本当にありがとうございました。
１年間お世話になりました。

�68期、会計をさせていた
だきました永川です。今期
ですが、コロナ禍というこ
ともあり、上半期の事業費
は全額免除、また下半期も
一部は会費の免除等で違っ
た形の運営となりました
が、おかげさまで特に何も
なく期末を迎えることがで

きました。また、皆さまから預かっていた会費に
関しても、理事会の承認を得て事業費等、有意義
に活用させていただきまして、この場を借りてお
礼申し上げます。１年間ありがとうございました。

�皆さん、こんにちは。68
期ライオン・テーマーをさ
せていただきました勝田で
す。皆さんお気づきと思い
ますが、人前で話すことが
苦手で、１年間ライオン・
テーマーをすれば慣れるか
と思っていたのですが、新
型コロナの影響で例会のほ

とんどが書面になってしまい、うまくならないま
ま最終例会になってしまいました。例会ではカミ
カミだったと思いますが、温かく見守っていただ
き本当に感謝しております。本当に１年間ありが
とうございました。

�68期テール・ツイスター
を務めさせていただきまし
た沼田です。コロナ禍、多
少なりとも、やり残した
ことは多々ございますが、
テール・ツイスターを退任
しまして69期、貞松会長の
もと、メンバーの一人とし
て当クラブを大いに盛り上

げていきたいと思います。皆さま、本当に１年間
ありがとうございました。

司会　幹事　L森川　拓

5役退任ご挨拶

第68期幹事

L森 川　　 拓

第68期会計

L永 川　智 康

第68期L.T.

L勝 田　雅 昭

第68期T.T.

L沼 田　恒 守
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5 役バッジ交換

　皆さん、こんにちは。

いきなり遅刻してしまい

まして申し訳ございませ

んでした。69期の会長を

務めさせていただくこと

になりました貞松です。

よろしくお願いします。

　68期、堤会長をはじめ

として１年間お疲れさま

でございました。この１

年、コロナ禍ということで新型コロナウイルスに

振り回された１年だったと思います。そのために

予期せぬことが日々起こるような状況で、新たな

決断をしたり、新たに変更したり、頭を悩まさな

くてはいけない１年だったのではないかと思いま

す。本当にお疲れさまでございました。

　さて、69期ですが、69期も、おそらく前半は新

型コロナウイルスの影響を受けるのではないかと

思っています。ですので、68期、67期の運営法を

引き継ぎまして参考としながら運営していこうと

思っています。

　先日、理事会を開催させていただきまして無事

に終わることができました。着々と準備が整って

きたという思いでいるの

ですが、通常でしたらワ

クワクして、楽しみに

なってくるのが普通だと

思いますが、会長になっ

た方しかわからない心境

で、一人だけ不安になっ

てきています。今までの

会長はそんなことはない

のでしょうか。急に不安

になってきて、すごく緊張してきました。

　来月になりましたら、そういうことも感じさせ

ないくらいの運営をしたいと思っています。来月

からどういった形で運営していくか、まだわかり

ません。直前でまん延防止等重点措置の期限が切

れますので、その後どういう形になるかはわかり

ません。お食事付きの例会ができるかもしれない

し、食事なしの例会になるかもしれませんが、そ

の都度お知らせさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。

　69期も仲良く力を合わせて頑張って行く所存で

ございますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。

次期会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行
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　梅雨の真っ只中。蒸し暑い
日々が続いておりますが会員

の皆様いかがお過ごしでしょうか。
　新型コロナウィルスも収束の兆しが見えないま
ま、東京オリンピック開催まで1ヵ月を切りました。
私の記憶の中で一番古いオリンピックは1984年に開
催されたロサンゼルスオリンピックです。当時私
は小学3年生でした。初めてのテレビを通してのス

ポーツ観戦。陸上のカールルイス、柔道の山下泰裕、
活躍する姿に感激したことを鮮明に覚えています。
今年は様々な制約の中での開催となりますが、どん
なドラマが待っているでしょうか。引き続きステイ
ホームで東京オリンピックを楽しみたいと思います。
　今年は早めに梅雨が明ける地域が多く、平年より
も暑い期間が長くなるそうです。くれぐれもご自愛
くださいませ。 （Ｌ松田　慎介 記）

編 集 後 記

第67回地区年次式典にてアワード受賞
拝啓　早春の候 皆様には益々ご健勝にてクラブ運営に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、貴クラブに対し、下記のアワードの贈呈が決定致しましたのでお知らせ申し上げます。
誠におめでとうございます。今後ともより一層クラブ運営にご精進頂き、更に充実したクラブ
としてご活躍されますことをお祈り申し上げます。 敬具

記
★ガバナー感謝状　L勝田 雅昭　　★ガバナー感謝状　L栗栖 正明

兵 庫 県 庁 へ 寄 付 金 目 録 贈 呈 式
　2021年6月21日㈪、13時～兵庫県庁におきまして「新型コロナウイルス対策支援基金」兵庫県の
医療従事者を支える基金に当クラブから50万円寄付をいたしました。
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