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2021年8月10日火

第69期 第1643回 書面例会【8月第一例会】

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行

　皆様、こんにちは。

　本格的に夏が到来し、厳しい暑さが連日続いて

いますが、如何お過ごしでしょうか。

　先月より懸念しておりましたが、新型コロナウ

イルス感染症の急速な感染拡大により、8月2日か

ら兵庫県にもまん延防止等重点措置が適用されま

した。「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」

等が適用された場合は、特別な例会を除き通常例

会を開催しないという前期理事会の決議に従い、

残念ではありますが、書面例会という形で例会を

開催させていただくことになりました。

　東京オリンピックが先日、17日間の全日程を終

え閉会しました。日本勢は金メダル27個、銀メダ

ル14個、銅メダル17個の合計58個のメダルを獲得

し、金メダル獲得数とメダル獲得数が日本史上最

◎ 審議事項

１	）第34回国際平和ポスターコンテスト拠出金に

ついて

　	７月期首会員数（家族会員及び名誉会員除く）

×200円を拠出する。

２）クラブアラート委員長の選出について

　	会長L貞松を選出。今期以降も基本的には会長

が選出されることとする。

３	）静岡県熱海市における土砂災害被災者支援に

ついて

　クラブ個別では、支援しない。

多という素晴らしい結果を収めました。皆様も注

目していた種目等、様々な場面でアスリート達か

ら感動をもらったのではないでしょうか。

　さて、ライオンズ活動についてですが、直近で

は特に報告すべき活動はございませんが、先日

「CN70周年記念大会」の開催日が正式に2023年4月

15日（土）に確定致しました。開催日が確定したこ

とにより「CN70周年記念大会」の各委員会の打合

せ等がこれから活発に行われることになると思い

ますので、ご協力の程、宜しくお願いいたします。

　今週は、お盆休みに入る方が多いと思いますが、

くれぐれも熱中症、新型コロナウイルス感染症の

予防対策をとったうえでお盆休みをお過ごし下さい。

　以上をもちまして、会長挨拶に代えさせていた

だきます。

４	）こうべ障害者音楽フェア・こうべ障がい者芸

術フェスタの協賛について

　	こうべ障害者音楽フェアに１万円・こうべ障が

い者芸術フェスタに10万円を拠出する。

５）ミャンマー緊急支援について（福岡LCより）

　	理事よりミャンマーの金融機関が正常に機能し

てない等の情勢を懸念する意見が上がり、一旦、

福岡LCに状況等を確認した後に、再度審議を

する。

６）ライオンズアカデミー第９期生募集について

　元会長　L篠𠩤裕幸が受講する。
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７）（福）兵庫県盲導犬協会の支援について

　クラブ個別では、支援しない。

８）1R・1Z　次期ZCについて

　	ルール通りに1R・1Zの他クラブがZCを選出し

ない場合に、当クラブより選出することを検討

することとする。当クラブとしては基本順番を

重視することをゾーンに要望する。

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝

＜8月度ライオン誕生祝＞

　３日　L金子　良史　　10日　L宮城　良太

　15日　L青松　英俊　　17日　L西山　雅彦

　20日　L日置　春文　　26日　L大塚　俊郎

　28日　L今西　正男

＜8月度ライオンレディー誕生祝＞

　10日　LL宮城　智子　　15日　LL榎本千恵子

　22日　LL橋爪　一実　　26日　LL岩田　秀代

　30日　LL柳本啓容子

◎ 幹事報告

１）８/10㈫　第２回長期ビジョン委員会【ZOOM】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

２）８/13㈮～8/16㈪　クラブ事務局閉局

３）８/18㈬　元会長会【延期】	 於：神戸たん熊

４）８/24㈫　1R・1Zガバナー懇談会（会長・幹事のみ）

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）８/24㈫　第1644回ガバナー公式訪問合同例会

　　　　　　【書面例会】

 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）９/９㈭　第３回理事会

 於：神戸ポートピアホテル

７）９/14㈫　第1645回例会（広島LC表敬訪問）

 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

８）９/28㈫　第1646回例会

 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

９）10/７㈭　第４回理事会

 於：神戸ポートピアホテル

10）10/12㈫　	ホスト・イースト・ウエスト3LC合

同例会（第1647回）

 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11）10/26㈫　第1648回例会（花火鑑賞）

 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）９/16㈭　ゴルフ同好会コンペ

 於：花屋敷ゴルフ倶楽部

２）９/28㈫　	宝塚LC60周年記念チャリティーゴルフ大会

於：宝塚高原ゴルフクラブ

◎出席率報告　第1642回（7/27）
正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

68 1 2 24 95

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率
38 55％ 5 62％

◎ テールツイスター報告

※ドネーション110,000円　5件	 累計830,000円

※ファイン　　　5,800円	 累計　5,800円
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第69期 ❖ 第2回 理事会議事録 ❖
開催日時：2021年８月５日㈭　18：00～

開催場所：神戸ポートピアホテル

出 席 者：L貞松	 L井浪	 L岡村	 L加藤

	 L栗栖	 L小川	 L篠原	 L瀬川

	 L主森	 L長手	 L中野	 L西島

	 L松田	 L宮城	 L森（大）	 L森川

	 L森本	 L勝田

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．議事録作成人および署名人の指定

	 議事録作成人　L勝田　雅昭

	 議事録署名人　L加藤憲一郎

Ⅳ．審議事項

１）第１回理事会議事録について	 承認

２）第69期７月度残高試算表について	 承認

３	）第34回国際平和ポスターコンテスト拠出金に

ついて	 承認

　	７月期首会員数（家族会員及び名誉会員除く）

×200円を拠出する。

４）クラブアラート委員長の選出について	 承認

　	会長L貞松が選出された。今期以降も基本的に

は会長が選出されることとなった。

５）静岡県熱海市における土砂災害支援について

　クラブ個別では支援しないこととなった。

６	）こうべ障害者音楽フェア・こうべ障がい者芸

術フェスタの協賛について	 承認

　	こうべ障害者音楽フェアに1万円・こうべ障が

い者芸術フェスタに10万円を拠出する。

７）ミャンマー緊急支援について（福岡LCより）	 保留

　	理事よりミャンマーの金融機関が正常に機能し

てない等の情勢を懸念する意見が上がり、一

旦、福岡LCに状況等を確認した後に、再度審議

することとなった。

８）ライオンズアカデミー第９期生募集について	承認

　元会長のL篠𠩤が受講することとなった。

９）（福）兵庫県盲導犬協会の支援について

　クラブ個別では支援しないこととなった。

10）1R・1Z　次期ZCについて

　	会長L貞松より次期ZC選出状況の説明があり、

ルール通りに1R1Zの他クラブがZCを選出しな

い場合に、当クラブより選出することを検討す

ることとした。当クラブとしては基本順番を重

視することをゾーンに要望する。

Ⅴ．報告事項

　幹事L勝田により、紙面に沿って報告がなされた。

　元兵庫県知事L井戸について、名誉会員での継

続する旨を確認することとした。

Ⅵ．次回開催日

　日時：2021年９月９日㈭　18：00～

	 於：神戸ポートピアホテル

Ⅶ．閉会挨拶

　上記の通り審議事項を了承し、第69期第２回理

事会を閉会した。

	 議事録作成人　勝田　雅昭

	 議事録署名人　加藤憲一郎
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2021年8月24日火

第69期 第1644回 書面例会【8月第二例会】

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行

　皆様、こんにちは。お盆の頃から続く連日の雨
ですきっとしない日々が続いていますが、如何お
過ごしでしょうか。
　新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大に
より、８月２日からまん延防止等重点措置が適用
されていましたが、感染拡大が縮小しないため、兵
庫県にも８月20日より緊急事態宣言が発令されま
した。本来であれば、８月第２例会は８クラブ合同
の「1R・1Zガバナー公式訪問合同例会」が開催され
る予定でしたが、残念ながら中止となってしまい
ました。また、この公式訪問合同例会開催前に行わ
れる恒例のガバナーと各クラブの会長・幹事によ
る懇談会も中止となってしまいました。合同例会
の中止に伴い当クラブの８月第２例会は、誠に残
念でありますが、前回に引き続き書面例会という
形で例会を開催させていただくこととなりました。
	　本来であれば夏真っただ中で日差し厳しい時

◎ 委員会報告
１）７/28㈬　献血（クラブより記念品提供）
　400ml＝61人　合計確保量　24,400ml
 於：㈱神戸製鋼所 神戸線条工場

２）８/17㈫　献血（クラブより記念品提供）
　200ml＝2人　400ml＝36人　合計確保量14,800ml
 於：㈱神戸製鋼所 神戸総合技研研究所

３）８/27㈮　献血実施予定（クラブより記念品提供）
 於：㈱上組 神戸支店

４）８/30㈪　献血実施予定（クラブより記念品提供）
 於：兵庫県警察本部

◎ 幹事報告
１）８/24㈫　 1R・1Zガバナー懇談会（会長・幹事のみ）【中止】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

期のはずが、１週間以上も雨が続くという異常気
象により地域によっては土砂崩れが発生する恐れ
もあるという事態、さらに街中では新型コロナウ
イルス感染症の拡大が止まらないという異常事態
が生じ、一体これからどうなってしまうのかと不
安を抱いてしまいます。ただ、じっとしていても
何も状況は変わらないので、こんな時だからこそ
「今できることをしっかり行う！」ことが重要な
のかもしれません。
　さて、ライオンズ活動についてですが、直近で
は特に報告すべき活動はございませんが、引き続
きご協力の程、宜しくお願いいたします。
　月末にむけて、本来の暑さが戻るようですので、
くれぐれも熱中症、新型コロナウイルス感染症の
予防対策をとったうえでお過ごし下さい。
　以上をもちまして、会長挨拶に代えさせていた
だきます。

２）８/24㈫　	第1644回ガバナー公式訪問合同例会
【書面例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）９/９㈭　第３回理事会【ZOOM】
於：神戸ポートピアホテル

４）９/14㈫　第1645回例会（広島LC表敬訪問）
　　　　　　【書面例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）９/28㈫　第1646回例会
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）10/７㈭　第４回理事会
 於：神戸ポートピアホテル

７）10/12㈫　	ホスト・イースト・ウエスト３LC
合同例会（第1647回）

 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
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　９月16日に神戸（ホスト）ライオンズクラブ ゴルフ同好会コンペが、
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコースにて開催されました。こちらのコース
は女子プロの「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」トーナメン
ト開催コースで、18番ホールが２打目に池越えとなる名物ホールとなっ
ております。
　当日は、天気に恵まれ、気持ち良くラウンドすることができ、メンバー
との交流の時間を楽しむことができました。
　成績は、L佐伯が優勝、ベスグロを獲得し、２位にL岡村、３位にL有働
という結果でした。おめでとうございます。
　L佐伯は、名物の18番ホールで２打目をピン横60㎝につけバーディとす
るなど安定のゴルフで優勝されました。
　ゴルフ同好会のゴルフコンペは、年に３回程度は開催されていますので、多数の皆さんに参加して頂き、
メンバーとの友愛を深めて頂きたいと思っております。
　今回の参加者は、L井浪、L有働、L岡村、L佐伯、L瀬川、L塚本、L永川、L森（大）、と勝田の９名でした。

８）10/14㈭　広島・福岡・神戸LC懇親ゴルフ大会・懇親会
 於：六甲国際GC・神戸たん熊

９）10/26㈫　第1648回例会（花火鑑賞）
 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）９/16㈭　ゴルフ同好会コンペ
 於：花屋敷ゴルフ倶楽部

２）９/28㈫　	宝塚LC60周年記念チャリティーゴルフ大会
	 於：宝塚高原ゴルフクラブ

◎ 出席率報告　第1643回（8/10）
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 24 95

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件	 累計830,000円
※ファイン　0円	 累計　5,800円

ゴルフ ゴルフ同好会コンペ
2021年9月16日（木）　花屋敷ゴルフ倶楽部

成　績　表

氏 名 OUT IN GROSS HDCP NET GROSS
順位

1 佐伯朋忠 43 37 80 10.0 70.0 1

2 岡村武和 49 49 98 23.2 74.8 6

3 有働英司 42 48 90 15.0 75.0 8

4 永川智康 48 50 98 21.1 77.0 13

5 塚本晴之 46 50 96 12.0 84.0 3

6 勝田雅昭 55 56 111 25.0 86.0 1

7 森　大介 56 64 120 26.0 94.0 9

8 瀬川雅矢 66 63 129 30.0 99.0 4

9 井浪謙祐 63 65 128 20.0 108.0 16
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◎ 審議事項
１）ミャンマー緊急支援について（福岡LCより）
　	福岡LCより確実な送金方法の連絡があったので、
クラブより10万円を支援。
２）入会者について（１名）
　杉本浩康様に賛助会員としてご入会いただく。
３）名誉会員について
　L井戸敏三	引き続き名誉会員として確認された。
４）	留学生支援クラウドファンティングについて
（神戸ハーバーLCより）

　	クラブからは支援しないが、メンバー全員にそ
の内容を周知する。

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝
＜9月度ライオン誕生祝＞
　１日　L松井　年孝　　２日　L岡田　幸能
　13日　L安井　博幸　　14日　L鄭　　充康
　18日　L片山　聡之　　22日　L井坂　孝一
　24日　L榎本　伸二　　24日　L	金子　修二
＜9月度ライオンレディー＞
　18日　LL森本　和子

◎ 委員会報告
１）８/27㈮　献血（クラブより記念品提供）
　400ml＝6人　合計確保量2,400ml

於：㈱上組 神戸支店

２）８/30㈪　献血（クラブより記念品提供）
　400ml＝125人　合計確保量50,000ml
 於：兵庫県警察本部

2021年9月14日火

第69期 第1645回 書面例会【9月第一例会】

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行

　皆様、こんにちは。初秋の季節とはいえ暑い日
が続いていますが、如何お過ごしでしょうか。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
兵庫県に８月20日から９月12日まで緊急事態宣言
が発令されていましたが、厳しい状況が続いてい
るため、９月13日から９月30日までの18日間、緊
急事態宣言の期間延長が決定しました。そのた
め、９月の第１、第２例会は、残念ながら書面例
会による開催とさせていただきます。
　ワクチン接種が順調に進み、病床使用率が下
がってくれば、11月頃からいろいろな分野で規制
を緩和していくような報道を最近耳にします。規
制緩和が実現するよう、１日も早く感染が下火に
なっていくことを願います。
　先日、12日間にかけて熱戦が繰り広げられた東
京パラリンピック大会が幕を閉じました。日本の

メダル獲得数は、金13、銀15、銅23個の合計51個
で、前回のリオ大会でのメダル獲得数合計24個か
ら比べてもわかるように大躍進でした。パラス
ポーツがパラリンピック以外でも注目され、さら
に認知度が上がっていくことを期待したいです。
　さて、ライオンズ活動についてですが、先日、
地区のSDGsWEBセミナーに参加してまいりまし
た。まずは、身近な環境問題について意識するこ
とが重要であることを知りました。当クラブにお
いても奉仕活動等で、この課題に取り組んでいけ
ればと考えていますのでご協力宜しくお願いいた
します。
　これから、徐々に過ごしやすい時期を迎えますが、
体調管理には十分お気をつけてお過ごし下さい。
　以上をもちまして、会長挨拶に代えさせていた
だきます。
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◎ 幹事報告
１）９/14㈫　１R・１Zゾーン会議【ZOOM】
２）９/28㈫　第1646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）10/７㈭　第４回理事会
 於：神戸ポートピアホテル

４）10/12㈫　	ホスト・イースト・ウエスト３LC
合同例会（第1647回）

 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）10/14㈭　 広島・福岡・神戸３クラブ懇親ゴルフ
大会【中止】	 於：六甲国際GC・たん熊

６）10/26㈫　第1648回例会（花火鑑賞）
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）11/１㈪　福岡ライオンズクラブ65周年（予定）
 於：福岡にて

８）11/４㈭　第５回理事会
 於：神戸ポートピアホテル

９）11/ ９㈫　第1649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）９/16㈭　ゴルフ同好会コンペ
 於：花屋敷ゴルフ倶楽部

２）９/28㈫　宝塚LC60周年記念チャリティーゴルフ大会
 於：宝塚高原ゴルフクラブ

◎ 出席率報告　第1644回（8/24）
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 24 95

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件	 累計830,000円
※ファイン　0円	 累計　5,800円

アクティビティ 献　　血　　活　　動
2021年7月16日 他

　今年度も下記の場所にて「献血推進活動」を実施いた
しました。
＊兵庫県警察学校　今期３回実施済（400ml×320名）
＊株式会社神戸製鋼所　神戸線条工場にて実施済
　400ml×61名
＊株式会社神戸製鋼所　神戸総合技術研究所にて実施済
　400ml×76名（他クラブ合同）
＊株式会社上組　神戸支店にて実施済　400ml×12人
　（他クラブ合同）
＊神戸中央郵便局にて実施済　400ml×21名

　今後は、三菱電機神戸製作所にて献血実施の予定です。
　当クラブからは、献血記念品として「汗拭きシート」
や「カップ麺」などを購入し支援させていただいており
ます。コロナ禍の中、兵庫県赤十字血液センター様もな
かなか献血者を集めるのに苦労されていると思いますの
で、当クラブも頑張って支援をさせていただきたいと思
います。
　写真の場所は、2021年７月16日（金）兵庫県警察学校に
て実施いたしました献血活動の様子です。当クラブでは、
毎年、兵庫県警察学校で献血活動をし、たくさんの方々
のご協力をいただいております。

8



第69期 ❖ 第3回 理事会議事録 ❖
開催日時：2021年９月９日㈭　18：00～

開催場所：ZOOM

出 席 者：L貞松	 L井浪	 L加藤	 L小山

	 L篠原	 L堤	 L主森	 L中野

	 L松田	 L三宅	 L森川	 L森本

	 L勝田

Ⅰ．開　　会

Ⅱ．定足数確認

　理事役員13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．議事録作成人および署名人の指定

	 議事録作成人　L勝田雅昭

	 議事録署名人　L森川　拓

Ⅳ．審議事項

１）第２回理事会議事録について	 承認

２）第69期８月度残高試算表について	 承認

３）ミャンマー緊急支援について（福岡LCより）	 承認

　	会長L貞松より前回理事会時にあった質問に対

して福岡LCからの回答説明があり、審議の結果、

支援することとした。金額については諸事情を

考慮し、10万円を上限として、会長L貞松に一

任することとした。

４）入会者について	 承認

　L杉本	浩康　賛助会員として入会

５）名誉会員について

　	L井戸について、引続き名誉会員としての所属

が確認された。

６）留学生支援クラウドファンディングについて

　	神戸（ホスト）ライオンズクラブ個別では支援

しないこととしたが、クラブ会員には書面例会

資料として内容を周知することとした。

Ⅴ．報告事項

　幹事L勝田により、紙面に沿って報告がなされた。

　当クラブ事務局事務員の木下氏について、派遣

契約期間満了となるが、同じ雇用内容で継続する

こととした。

Ⅵ．次回開催日

　日時：2021年10月7日㈭　18：00～

 於：神戸ポートピアホテル

Ⅶ．閉会挨拶

　上記の通り審議事項を了承し、第69期第３回理

事会を閉会した。

	 議事録作成人　勝田雅昭

	 議事録署名人　森川　拓
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2021年9月28日火

第69期 第1646回 書面例会【9月第二例会】

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行

　皆様、こんにちは。
10月が近づき、徐々に秋色が濃くなってまいりま
した。如何お過ごしでしょうか。
　緊急事態宣言中のため、９月の第２例会も、書
面例会による開催とさせていただきました。ここ
最近、新規感染者数がかなり減り、ワクチン接種
は順調に進んでいるようですので、病床使用率も
さらに下がってくれば、早期規制緩和もあるので
はないかと期待しています。但し、油断は禁物で
すので、引き続き気を緩めず感染対策をしっかり
行いましょう。
　先日、テレビ番組で秋の味覚特集として松茸が
取り上げられていました。今年は、松茸にとって天
候条件が良かったため豊作ということで、半額近
い値段で購入することができるそうです。そのテ
レビ番組でブータン産の松茸が国産に引けを取ら
ない味と香りを有し、しかも値段もお手頃という

◎ 幹事報告
１）10/７㈭　第４回理事会【ZOOM】

於：神戸ポートピアホテル

２）10/12㈫　第1647回書面例会【3LC合同例会中止】
於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）10/14㈭　 広島・福岡・神戸３クラブ懇親ゴルフ
大会【中止】 於：六甲国際GC・たん熊

４）10/26㈫　第1648回例会（花火鑑賞）
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）11/４㈭　第５回理事会
 於：神戸ポートピアホテル

６）11/９㈫　第1649回例会
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）11/24㈬　第1650回例会
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

８）12/１㈬　福岡ライオンズクラブ65周年（予定）
 於：ホテルオークラ福岡

９）12/９㈭　第６回理事会	 於：神戸たん熊

ことでお薦めしていました。意外と思い、近くの百
貨店等で探してみたのですが見つけられませんで
した。機会があれば１度食してみようと思います。
　さて、ライオンズ活動についてですが、先日、
ゾーン会議（WEB）に参加してまいりました。前
回の挨拶文でもふれましたが、SDGsの目標課
題の1つである環境問題への取組の一環として、
ゾーンチェアパーソンからゾーン内の８クラブが
合同で三宮駅周辺の清掃活動を行いたい旨の提案
がありました。実施日や詳細については調整中で
すので、詳細が判明次第お知らせさせていただき
ます。ご協力宜しくお願いいたします。
　朝晩は涼しくなり過ごしやすくなってきました。
季節の変わり目ですので、健康にはくれぐれもお
気をつけてお過ごし下さい。
　以上をもちまして、会長挨拶に代えさせていた
だきます。

◎　同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞
１）９/28㈫　宝塚LC60周年記念チャリティーゴルフ大会
 於：宝塚高原ゴルフクラブ

２）10/14㈭　ゴルフ同好会コンペ
 於：六甲国際ゴルフ倶楽部

◎ 出席率報告　第1645回（9/14）
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 24 95

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件	 累計830,000円
※ファイン　0円	 累計　5,800円
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2021年10月12日火

第69期 第1647回 書面例会【10月第一例会】

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行

　皆様、こんにちは。10月に入りましたが、日中
はまだまだ暑い日が続いていますが、如何お過ご
しでしょうか。
　ようやく緊急事態宣言が解除されました。自粛
要請が緩和され、飲食店へのお酒提供も時短では
ありますが、解禁になりました。まだまだ手放し
で喜べる状況ではありませんが、大きな前進では
ないでしょうか。感染対策は怠らずに、自粛して
いたことを少し緩めて生活しても良いのではと考
えています。年末まで新たな宣言が出ないことを
祈るばかりです。
　10月の第１例会ですが本来ならば、神戸イース
トライオンズクラブ及び神戸ウエストライオンズ
クラブとの３クラブ合同例会が予定されていまし
たが、各クラブ会長との話し合いの結果、中止と
させていただきました。話し合いを設けた時点で
は緊急事態宣言中で、10月から全面解除になると
いう情報がないなか、開催の是非を判断しなけれ

◎ 審議事項
１）「神戸市立こどもの森」図書館の寄付金について
　クラブより３万円寄付する。
２	）子ども虐待防止オレンジリボンキャンペーン
予算について

　10万円支援する。
３	）335-A地区平和ポスターカレンダーの購入に
ついて

　前期同様、正会員分購入する。（1冊100円）
４	）兵庫県肢体不自由児者協会「手足の不自由な
子どもを育てる運動」について

　	例年同様、10,000円分の物品を購入し、支援協
力する

ばならなかったため、皆様の安全を第一に考える
と中止にせざるを得ないと判断させていただきま
した。
　さて、ライオンズ活動についてですが、10月
４日にゾーン会議（WEB）に参加してまいりまし
た。前回の挨拶文でもふれましたが、SDGsの目
標課題の１つである環境問題への取組の一環とし
て、11月20日にゾーン内の８クラブ合同で神戸市
役所周辺の清掃活動を行うことになりました。詳
細は、後日の例会においてお知らせさせていただ
きますので、ご協力宜しくお願いいたします。
　次回の10月第２例会は、３ヶ月ぶりに通常の例
会を開催させていただきます。久しぶりに皆様とお
会いできることを５役一同楽しみにしております。
　朝晩と日中の気温差が大きい時期ですので体調
管理には、くれぐれもお気を付け下さい。
　以上をもちまして、会長挨拶に代えさせていた
だきます。

◎ 幹事報告
１）10/21㈭　元会長会 於：神戸たん熊

２）10/26㈫　第1648回例会（お昼例会）
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）11/１㈪　1R・1Zガバナー懇談会（会長・幹事のみ）
 於：神戸ポートピアホテル

４）11/４㈭　第５回理事会
 於：神戸ポートピアホテル

５）11/９㈫　第1649回例会
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）11/20㈯　1R・1Z合同清掃アクティビティ
 於：神戸市役所周辺
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７）11/24㈬　第1650回例会
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

８）12/１㈬　福岡ライオンズクラブ65周年（予定）
 於：ホテルオークラ福岡

９）12/９㈭　第６回理事会 於：神戸たん熊

10）12/14㈫　第1651回忘年例会【夜例会】
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11）12/24㈮　第1652回書面例会

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞
１）10/14㈭　ゴルフ同好会
 於：六甲国際ゴルフ倶楽部

２）11/18㈭　1R・1Z懇親ゴルフ大会
 於：有馬カントリークラブ

＜その他＞
１）11/16㈫　「牛寅会」	 於：魚菜鶏　大神

◎ 出席率報告　第1646回例会（9/28）
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 24 95

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件	 累計830,000円
※ファイン　0円	 累計　5,800円

ゴルフ ゴルフ同好会コンペ
2021年10月14日（木）　六甲国際ゴルフ倶楽部

クリスマス家族例会について

今期の「クリスマス家族例会」は、新型コロナ
ウィルスの影響を考慮し、家族例会という形で
はなく、12月第一例会を夜例会に変更し、ク
ラブ会員のみで忘年会を兼ねた例会として開催
します。また、12月第二例会は、「書面例会」
とさせていただきます。

　10月14日に神戸（ホスト）ライオンズクラブ ゴルフ同好会コンペが、六甲国際ゴルフ倶楽部東コースに
て開催されました。今回は、本来であれば毎年恒例の神戸広島福岡３ライオンズクラブ懇親ゴルフ大会の
予定でしたが、新型コロナウィルスの影響で中止となったのを受けてゴルフ同好会コンペとしての開催と
なりました。
　当日は、L井浪が腰痛のため急きょ欠場となる波乱の中でのラウンドでしたが、天気にも恵まれてメン
バーと楽しい時間を過ごすことができました。
　成績は、L佐伯が前回に引き続きベスグロでの優勝となり、２位にL長手、3位にL小山という結果でし
た。なおL佐伯のスコアは77でエージシュートを達成されました。おめでとうございます。
　ゴルフ同好会のゴルフコンペは、年に３回程度は開催されていますので、今後も日程を調整頂き多数の
皆さんに参加して頂き、メンバーとの友愛を深めて頂きたいと思っております。
　今回の参加者は、L有働、L岡村、L小山、L佐伯、L塚本、L永川、L長手、L中野、L宮城、L森（大）と
勝田の11名でした。 成　績　表

氏 名 OUT IN GROSS HDCP NET GROSS
順位

1 佐伯朋忠 36 41 77 5.0 70.0 1

2 長手幹雄 50 50 100 26 71.0 6

3 小山嘉昭 48 53 101 26.0 73.0 8

4 永川智康 50 44 94 21.0 73.0 13

5 有働英司 45 45 90 14.0 76.0 3

6 勝田雅昭 53 54 107 30.0 77.0 1

7 宮城良太 56 57 113 35.0 78.0 9

8 塚本晴之 49 44 93 12.0 81.0 4

9 岡村武和 51 51 102 20.0 82.0 4

10 森　大介 60 52 112 30.0 82.0 4

11 中野康治 48 48 96 13.0 83.0 16
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2021年10月26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69期 第1648回【10月第二例会】

◎ 新会員経歴紹介
杉本 浩康（すぎもと	ひろやす）
スポンサー：L加藤	憲一郎
生 年 月 日：昭和49年11月7日
自　　　宅：神戸市中央区筒井町3-3-12-1104
勤　務　先：交友印刷株式会社　代表取締役
	 神戸市中央区港島南町5-4-5
電　　　話：078-303-0088
趣　　　味：登山、写真

◎ 会員表彰
〈メルビン・ジョーンズ・フェロー（MJF）アワード授与〉
　1000ドル献金　1回目	 L中野　康治

◎ プログラム
１．開会宣言（ゴング）	 会　長　L貞松　秀行
２．国旗並びにライオン旗に敬礼	 全　　員
３．「ライオンクラブの歌」斉唱～ピアノ演奏のみ～
４．会長挨拶	 会　長　L貞松　秀行
５．新会員入会式
　ａ）新会員経歴紹介	 会員委員長　L篠𠩤　裕幸
　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貞松　秀行
　ｅ）バッジ等・入会グッズ贈呈	所属委員会指名

会　長　L貞松　秀行
　ｆ）新会員へ花束贈呈	 会員委員長　L篠𠩤　裕幸
　ｇ）スポンサーシップ証明書授与

会　長　L貞松　秀行
６．会員表彰	 会　長　L貞松　秀行
　＊	メルビン・ジョーンズ・フェロー（MJF）ア
ワード授与

　＊	LCIFキャンペーン100アワードコミットメン
ト盾・ピン授与

　＊ライオンズ・サポーターピン授与
７．335-A地区任命書伝達	 会　長　L貞松　秀行
８．ライオン・ライオンレディー誕生祝

出席大会・友愛副委員長　L遠藤　　浩
＜会食＞

９．T.T.タイム	 テール・ツイスター　L西島　大輔
10．委員会報告	 各委員長
11．幹事報告	 幹　事　L勝田　雅昭
12．テール・ツイスター報告

テールツイスター　L西島　大輔
13．出席率報告	出席大会・友愛副委員長　L遠藤　　浩
14．「また会う日まで」斉唱～ピアノ演奏のみ～
15．開会宣言	 会　長　L貞松　秀行

司会　L.T.　Ｌ宮城　良太
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〈LCIFキャンペーン100アワードコミットメント
盾・ピン授与〉	 　　L森本　克幸

〈ライオンズ・サポーターピン授与〉	 L中野　康治

◎ 335-A地区任命書伝達
　第２副地区ガバナー推進委員会　副委員長
	 　L森本　克幸
　第２副地区ガバナー推進委員会　委員
	 L岡村　武和

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝
〈10月度ライオン誕生祝〉

　９日　L栗栖　正明　　12日　L貞松　秀行
　15日　L松田　慎介　　17日　L田中　宏昌

　22日　L鵜丹谷　剛　　25日　L柴田　貴夫
　31日　L二川　真人
〈10月度ライオンレディー〉

　３日　LL片山あゆみ　　11日　LL西原　貴子
　16日　LL佐伯　陽子　　17日　LL牧野千賀子
　22日　LL青田　英子

◎ 幹事報告
１）11/１㈪　1R・1Zガバナー懇談会（会長・幹事のみ）
	 於：神戸ポートピアホテル

２）11/４㈭　第５回理事会	
	 於：神戸ポートピアホテル

３）11/９㈫　第1649回例会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

４）11/20㈯　1R・1Z合同清掃アクティビティ	
	 於：神戸市役所周辺

５）11/24㈬　第1650例会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）12/１㈬　福岡ライオンズクラブ65周年記念式典
	 於：ホテルオークラ福岡

７）12/09㈭　第６回理事会	 於：神戸たん熊

８）12/14㈫　第1651回忘年例会【夜例会】
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

９）12/24㈮　第1652回書面例会

◎ 同好会のお知らせ
１）11/16㈫　「牛寅会」	 於：魚菜鶏 大神

２）11/18㈭　1R・1Z懇親ゴルフ大会
	 於：有馬カントリークラブ

３）12/14㈫　ゴルフ同好会コンペ
	 於：東広野ゴルフ倶楽部
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◎ テール・ツイスター報告◎ 出席率報告　第1647回（10/12）
※書面例会により出席率100％

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計
68 1 2 25 96

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率
100％

　あらためまして、皆さん、こんにちは。交友印

刷の杉本浩康と申します。会社としては、ライオ

ンズクラブさんに以前からお仕事をいただいてお

世話になっております。また、個々の会社の皆さ

まもお世話になっている方が多いと思いますの

で、この場に来るのに非常にドキドキしながらま

いったのですが、入り口で、加藤さんの紹介とい

うことで、皆さんに温かく迎え入れていただいた

ので、心配したほど緊張することもなく、和ませ

ていただきました。温かく迎え入れていただいて

ありがとうございます。今は賛助会員ですが、い

ずれは正会員になりたいと考えておりますので、

そのときはどうぞよろしくお願いいたします。

　会社はポートアイランドの海を越えたところに

ありますので、またいつでも、お近くにお立ち寄

りの際には遊びに来ていただければと思います。

　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

❖❖❖ 新会員挨拶 ❖❖❖

ドネーション
L佐伯朋忠　9/16は久し振りに開催さ
れた花屋敷ひろのコースで同好会でベ
スグロ優勝、ついで、10/14の六甲国
際での同好会ではエージシュートで連
続優勝させて頂きました。

10,000円

L遠藤浩　おかげ様で串場えん藤15周
年を迎えることができました。皆様の
お陰と感謝しています。ありがとうご
ざいました。

10,000円

L中野康治　久し振りの例会を祈念して 10,000円
L瀬川雅矢　貞松会長の再始動を祝して、
そして次男（りく）がバスケの全国大
会で本山南中で日本一になりました。

10,000円

L西原秀樹　L松岡へ次女の披露宴、コ
ロナ禍の中素敵な演出ありがとうござ
いました。

10,000円

L牧野忠司　家内の誕生祝を頂きました。 20,000円
合 　 　 計　　 70,000円
フ ァ イ ン　　 5,875円
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　皆さん、こんにちは。
お久しぶりでございます。
皆さまのお元気そうなお
顔を拝見できてうれしく
思っています。皆さまの
前でご挨拶をさせていた
だくのは７月の第二例会
以来で、約３か月ぶりで
ございます。皆さまにお
会いすることもないうち
に季節も夏からいつの間
にか秋に変わってしまい
まして、時間があっという間に過ぎていくと痛感
しています。
　10月に入りまして緊急事態宣言が解除となりま
した。22日の金曜日からは飲食店等でも時短要請
が解除となりました。よって全面解除となってお
ります。それによって街中の人の数や車の数もど
んどん増えてきていると実感しています。少しず
つではありますが、コロナ前の日常を取り戻して
いければと思っています。ですが、引き続き感染
対策をしっかり行ったうえでお過ごしくださいま
すよう、よろしくお願いいたします。
　本日は、テレビでも報道されているように、秋
篠宮家の眞子さんがご結婚、とてもテレビで騒が
れていました。ご存じの方も多いかもしれません
が、皇族から民間人になられるときに、住民票、
戸籍が新たにできることになります。皇族の方は
名字がございませんので、結婚によって名字がで
きることになります。国民健康保険証も新たに交
付され、マイナンバーカードも交付されます。
　よく海外へ皇族の方が行かれていますが、パス
ポートはそもそも存在していません。今までは外
交特権で特別に旅券が発行されて海外へ行かれて
いましたが、今回から民間人用のパスポートが発
行されることになっています。
　大きいのは選挙権、皇族には選挙権はございま
せんでしたので、今回のご結婚によって選挙権を
取得されることになります。マイナス面の報道も

たくさんあったようです
が、お幸せになってほし
いと思っています。
　最近のスポーツにも目
を向けていただきます
と、今プロ野球ではセパ
両リーグでペナントレー
スが行われています。し
かも阪神タイガースとオ
リックスで優勝争いをし
ています。万が一、この
２チームがリーグ優勝し

て、クライマックスシリーズで勝ち抜いて日本シ
リーズで戦うことになりますと、関西が盛り上
がって活気づくのではないかと個人的には思って
いますので、できればそうなってほしいと願って
います。ただ、条件的に、オリックスはいけそう
な感じですが、阪神タイガースはちょっと厳しい
かもしれないと思うところですが、奇跡が起こる
ことを個人的には願っています。
　さて、ライオンズ活動ですが、緊急事態宣言等
がありまして特に大きな活動はできておりませ
ん。ただ、先週の木曜日にたん熊さんで元会長会
を開催させていただきました。元会長10名がご出
席くれまして貴重なご意見、会長時代の思い出や
出来事などをお話ししていただきまして、とても
有意義な時間を過ごさせていただきました。あり
がとうございました。
　そのとき思ったのですが、久々の夜の会合とい
うこともありまして、夜の会合はとても楽しいと
個人的には思いました。ピリッとした元会長会
で、楽しみすぎてＬ岡村から注意を受けました
が、楽しいと思いました。緊急事態宣言が解除さ
れたということで、夜の会合も増やしていければ
と思っています。
　秋も深まってまいりましたので、皆さん、体調
に気をつけてお過ごしください。会長としてのご
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69期《会長》  L 貞松 秀行
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第69期 ❖ 第4回 理事会議事録 ❖
開催日時：2021年10月7日（木）　18：00～

開催場所：ZOOM

出 席 者：L貞松	 L岡村	 L加藤	 L栗栖

	 L小川	 L篠原	 L瀬川	 L主森

	 L中野	 L西島	 L宮城	 L森川

	 L森本	 L勝田

Ⅰ．開　　会

Ⅱ．定足数確認

　理事役員14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．議事録作成人および署名人の指定

	 議事録作成人　L勝田雅昭

	 議事録署名人　L瀬川雅矢

Ⅳ．審議事項

１）第３回理事会議事録について	 承認

２）第69期９月度残高試算表について	 承認

３）「神戸市立こどもの森」寄付金について

　審議の結果、３万円寄付することとした	 承認

４）神戸市内のクリーン作戦

　	1R・1Zにて11月20日に市役所周辺を清掃する

ことが決定し、今後、会員へ案内を行うことの

報告があった。

５	）子ども虐待防止オレンジリボンキャンペーン

予算について	 承認

　　10万円を支援協力することとした。

６	）335-A地区平和ポスター・カレンダーの購入

について	 　　承認

　	前期同様、正会員分（@100×70）を購入するこ

ととした。

７	）兵庫県肢体不自由児協会「手足の不自由な子

どもを育てる運動」について	 承認

　	例年同様、10,000円分の物品を購入し支援協力

することとした。　　

Ⅴ．報告事項

　幹事L勝田により、紙面に沿って報告がなされた。

　会長L貞松よりクリスマス家族例会の開催につ

いて意見があり、理事会で話し合った結果、今期

の「クリスマス家族例会」は、新型コロナウィル

スの影響を考慮し、家族例会という形ではなく12

月第一例会を夜例会に変更しクラブ会員のみで忘

年会を兼ねた例会とすることを検討していくこと

とした。併せて12月第二例会を書面例会とし、そ

の会食費を第一例会で使用することも検討する。

　会長L貞松より、近々兵庫県知事斎藤氏と面談

することの報告があった。

Ⅵ．次回開催日

　日時：2021年11月４日㈭　18：00～

	 於：神戸ポートピアホテル

Ⅶ．閉会挨拶

　上記の通り審議事項を了承し、第69期第４回理

事会を閉会した。

	 議事録作成人　勝田雅昭

	 議事録署名人　瀬川雅矢
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2021年11月9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69期 第1649回【11月第一例会】

〈11月度ライオンレディー〉
　12日　LL長手　裕子　　20日　LL勝田　真子
　28日　LL松岡美智子

◎ 幹事報告
１）11/20㈯　1R・1Z合同神戸市清掃活動	

於：神戸市役所周辺

２）11/24㈬　第1650回例会
於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３	）11/29㈪　1R・1Z第２回ガバナー諮問委員会・
ゾーンミーティング	 於：肉の入江

４）12/１㈬　福岡ライオンズクラブ65周年記念式典
於：ホテルオークラ福岡

５）12/９㈭　第６回理事会	 於：神戸たん熊

６）12/14㈫　第1651回忘年例会
於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）12/24㈮　第1652回書面例会

◎ プログラム
１．開会宣言（ゴング）	 会　長　L貞松　秀行
２．国旗並びにライオン旗に敬礼	 全　　員
３．「ライオンズヒム」斉唱～ピアノ演奏のみ～
４．会長挨拶	 会　長　L貞松　秀行
５．審議事項	 会　長　L貞松　秀行
６．11月度ライオン・ライオンレディー誕生祝

出席大会・友愛副委員長　L大石康　康二
＜会食＞

７．T.T.タイム	 テール・ツイスター　L西島　大輔
８．委員会報告	 各委員長
９．幹事報告	 幹　事　L勝田　雅昭
10．テール・ツイスター報告

テールツイスター　L西島　大輔
11．出席率報告	出席大会・友愛副委員長　L大石　康二
12．「また会う日まで」斉唱～ピアノ演奏のみ～
13．開会宣言	 会　長　L貞松　秀行

◎ 審議事項
１）福岡ライオンズクラブCN65周年の御祝について
　御祝金を５万円とする。
２）忘年例会の予算について	 継続審議

３	）第44回レオクラブ年末チャリティーバザーの
寄付金について	 寄付金依頼　否決

４）LCIF20ドル献金について
　	家族会員・名誉会員を除いた会員数（@20ドル
×90名）献金する

５）L青田嘉之　会員種別の変更について
　今期下期より賛助会員とする

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝
〈11月度ライオン誕生祝〉
　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

司会　L.T.　Ｌ宮城　良太
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＜ゴルフ＞
２）11/18㈭　第178回1R・1Zゴルフ大会

於：有馬カントリー倶楽部

３）12/14㈫　ゴルフ同好会コンペ
於：東広野ゴルフ倶楽部

◎ 出席率報告　第1648回（10/26）

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計
68 1 2 25 96

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率
36 52 6 61％

◎ テール・ツイスター報告

【2022年】
８）１/６㈭　第７回理事会 於：生田神社会館

９）１/11㈫　第1653回新年合同例会
於：生田神社会館

10）１/25㈫　第1654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
＜牛寅会＞
１）11/16㈫　「牛寅会」	 於：魚菜鶏 大神

元会長会

　10月21日に元会長会を「神戸たん熊」で
開催しました。
　第54期会長Ｌ森本の乾杯の挨拶から始ま
り、その後、出席頂いた10名の歴代会長に、
第69期のキャビネット運営についてのアド
バイスやご指導等を頂きました。また、歴
代会長の皆様の入会の経緯、クラブの様子
や会長時の楽しかった話や苦労した話、い
ろいろな思い出話をして頂き、あっという
間に楽しい時間は経過してしまいました。
　元会長会は、クラブの歴史、伝統、歩みなどを歴代の会長から教えて頂くことができる素晴ら
しい機会でした。
　最後に当日は段取り不足と不慣れな進行にも関わらず、元会長の皆様のご協力のおかげで無事
に元会長会を開くことができましたことに感謝いたします。

2021年10月21日（木）　於：神戸たん熊

出席歴代会長

•第54期会長　Ｌ森本 克幸　　　•第56期会長　Ｌ塚本 晴之　　　•第58期会長　Ｌ岡村 武和
•第62期会長　Ｌ栗栖 正明　　　•第63期会長　Ｌ瀬川 雅矢　　　•第64期会長　Ｌ三宅 　直
•第65期会長　Ｌ篠原 裕幸　　　•第66期会長　Ｌ森　 大介　　　•第67期会長　Ｌ井浪 謙祐
•第68期会長　Ｌ堤　 公一

ドネーション
L岡村武和　本日、木下さんよりジョー
カーの様ですとほめられました？

3,000円

合 　 　 計　　 3,000円
フ ァ イ ン　　 13,380円
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　皆さん、こんにち
は。11月に入りまし
て気温も少しずつ下
がってきて、ようや
く秋っぽくなってき
たような気がしてお
ります。
　緊急事態宣言も解
除になり、飲食店な
どへの時短要請も全
面解除になってから約２週間が経過いたしまし
た。今のところ新型コロナウイルスの動向は収
まっているというか、控えめで、収まっている状
況でございます。
　そういう状況ですが、皆さんいかがお過ごしで
しょうか。今まで控えてこられた遠方への出張や
家族での外食等、行かれることも増えてきたので
はないかと思います。通常の日常を取り戻すため
にも引き続き、くどいようですが、感染対策を怠
らないようお過ごしください。
　先日、テレビを見ていましたら、大手回転寿司
チェーンのスシローが前期に比べて約２倍の純利
益を上げたというニュースが流れていました。
ここ最近、外食産業が軒並み低迷している中で、
スシローは早くから宅配サービスや持ち帰りサー
ビスに重点的に力を入れてこられたそうで、これ
が時代の変化やニーズにマッチしたということです。
　同じ業界の中で、成長していく企業、衰退して
いく企業があります。成業していく企業の特徴と
して挙げられているのが変化に強いということで
ございます。
　まさしく今、新型コロナの影響により変化が求
められています。今までの当たり前が当たり前で
はなくなってきているという状況でございます。そ
ういうときにこそ新たなビジネスチャンスが生ま
れてきます。今までの当たり前にとらわれず、新

しい価値観、新しい
サービスが生まれて
くる時期でもありま
すので、常にアンテ
ナを張って時代の変
化についていけるよ
うに、皆さん頑張っ
ていきましょう。
　前回の例会でプロ
野球について触れさ

せていただきましたが、阪神タイガースはあっけ
なくクライマックスシリーズで敗退してしまいま
した。私としては日本シリーズでオリックスとの
関西ダービーを狙っていたのですが、はかない夢
で終わってしまいました。あとはオリックスに頑
張っていただいて半分だけでも日本シリーズが関
西で開催できるよう願っております。
　さて、ライオンズ活動の方ですが、先週の月曜
日にポートピアホテルにおいて第１回ガバナー諮
問委員会が開催されまして出席してまいりました。
ガバナーから各クラブへの要望がありました。そ
してまた、ゾーン内の各クラブの現状および活動
報告をお伺いすることができました。
　その中で思いましたのは、どのクラブも会員増
強。神戸（ホスト）ライオンズクラブは、今のとこ
ろ会員数、たくさんおりますので安泰というわけ
ではないのですが、ほかのクラブはうちのクラブ
よりも少ないので大変焦っているようでした。こ
の問題は重要な問題であると私自身は受け止めて
おります。ですので、これからも会員増強につい
て力を入れて行きたいと思います。
　今年も残すところ２か月を切ってしまいました。
年末まで体調を崩されませんよう、皆様お気をつ
けてお過ごしください。
　これをもちまして会長の挨拶とさせていただき
ます。ありがとうございました。

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行
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　皆さん、こんにちは。
ずっとこの例会はオンライ
ンでしたので、知事を辞め
てから本格的にライオンズ
活動に復帰しなければなら
ないと思っていたところ、
やっと今日、皆さんにお目
にかかることができまし
た。今日は再デビューとい
うことで、このように思っ
ています。
　阪神タイガース、会長は
楽しみにしていたようです
が、あんなものじゃないでしょうか。野球でいう
と新庄さんは面白いですね。どういう監督像を描
いているか。監督ではなくてビックボス、どうい
うビックボス像を描いて活動されるのかはわかり
ませんが、こういうユニークな動きが新風を吹き
込むようになってくると、コロナ禍で停滞してい
た雰囲気を打破してくれる。新しい風を吹き込ん
でくれる。期待したいと思っています。
　今はどこに行ったかわかりませんが、新庄が
1500本を打ったときの黄金バット、金塗りのバッ
ト。何しろ行動が派手。監督としての技量が地道
についていくと面白い野球を展開してくれるので
はないかと思っています。
　私の近況は、辞めて家でじっとしていると、「小
人閑居して不善をなす」といわれているように、
健康を壊すかもしれないし、やることがでたらめ
になるということで、１週間の過ごし方の枠組み
を作ることにしました。
　週休３日制を自分で勝手に作りました。週休３
日制にして、火曜日と木曜日は21世紀研究機構に
行くことにいたしました。HAT神戸の人と防災
未来センターの東館の５階にあります。そこに連
絡していただいたら連絡がつきます。それが火曜
日と木曜日。
　水曜日は新生兵庫をつくる会という後援会、今
まで皆様にご支援をいただきながら運営していま
したが、ほとんど顔を出していませんでしたの
で、水曜日はそこに午後からでも顔を出す。金曜

日は大阪の知人の所へ。こ
のような過ごし方をして、
少なくとも４日間は家にい
ないという構造をつくりま
した。
　ところが中身がないので
す。例えば21世紀に行って
何をするか。もともとやる
ことがない。仕方がないの
で、人に会ったり、新聞記
者のインタビューに答えた
り、これがベースになって
います。

　それ以外には、水泳をやろう。残念ですが、来
年５月に予定されていましたワールドマスター
ズゲームズの開催が検討されていますが、私は
すでに、ポートアイランドのプールで開かれる予
定の水泳競技の平泳ぎに参加を申し込んでいま
すので、出るためには練習しなければならない。
練習するにはどこかのプールに行かなければい
けない。
　ホテルのプールは短くて20mですから競技用に
は向かない。25mのプールがあるところといった
らコナミ、YMCA。最初はコナミに入ったので
すが、YMCAの方が行きやすいから今はYMCA
に入って週２回、100mを連続して、100mで休ん
で、また100m泳ぐ。100m単位で1000m、1500m
泳ぐ。これを週２回、繰り返しで行っています。
結構くたびれるのですが、１時間くらいですね。
そういう生活をしています。
　もう少しマシなことはしないのかということで
すが、それは追々考えます。しかし、１週間の過
ごし方の枠組みは作りました。閑居はしない。不
善はできないということでございます。そのよう
な意味で、ライオンズクラブの例会にもできるだ
け出席させていただきたい。
　このように考えておりますので、どうぞよろし
くお願いを申し上げまして、久方ぶりのライオン
ズ例会のご挨拶とさせていただきます。このよう
な機会をいただきましてありがとうございます。
皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

井戸元兵庫県知事挨拶

元兵庫県知事
L井戸 敏三
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　本日は、最近公開されました「007／No	Time	
To	Die」という映画にちなんでクイズを出させて
いただきます。

007では数多くの作品のあるロングシ
リーズの映画ですが、名だたる俳優が

出演しています。次のうち一番出演数が多かった
俳優はどれでしょう。
　１．ショーン・コネリー
　２．ダニエル・クレイグ
　３．ロジャー・ムーア
正解　３番のロジャー・ムーアです。ショーン・
コネリーは５作品です。ダニエル・クレイグは６
作品、ロジャー・ムーアは７作品です。

007シリーズではボンドカーと呼ばれ
るスペシャルカーが登場します。アス

トンマーチンやBMWが有名です。それでは、次の
うちボンドが乗っていない車はどれでしょうか。
　１．アルファロメオ
　２．メルセデスベンツ
　３．ポルシェ
正解　３番のポルシェです。

007ジェームスボンドがバイクに乗っ
て坂を駆け上がり大ジャンプをする

シーンがあります。そのバイクのメーカーは次の
うちどれでしょうか。そのシーンは予告編にも出
ています。

　１．カワサキ
　２．ドゥカティ
　３．トライアンフ
正解　３番のイギリスのトライアンフです。

「カジノ・ロワイヤル」というシリーズ

の作品があります。これはショーン・
コネリーとダニエル・クレイグ、両方とも主演で
出演した作品です。ダニエル・クレイグのシーン
を思い出していただきたいのですが、最後のポー

T.T.TIME T.T.  L 西島 大輔テール・ツイスター・タイム

カーのシーンで宿敵ル・シッフルに勝つ。ダニエ
ル・クレイグが演じるジェームスボンドが勝つ
シーンがありますが、相手側のル・シッフルの決
まり手、これで勝負だというポーカーの決まり手
の役は何でしょうか。
　１．エースのフルハウス
　２．エースのフォーカード
　３．フラッシュ
正解　１番のエースのフルハウスです。ル・シッ
フルはこれでボンドに勝てると思った。

ル・シッフルに勝ったジェームスボン
ドのポーカーの決まり手は何でしょう

か。ジェームスボンドがル・シッフルに勝利した
ポーカーの手は何でしょうか。
　１．ロイヤルストレートフラッシュ
　２．ストレートフラッシュ
　３．エースのフォーカード
正解　２番のストレートフラッシュです。ロイヤ
ルストレートフラッシュは10から１で、ボンドの
手に関しては普通の数字のストレートフラッシュ
ということになります。

Q1.

Q2.

Q3.

Q4.

Q5.
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第69期 ❖ 第5回 理事会議事録 ❖
開催日時：2021年11月４日㈭　18：00～
開催場所：神戸ポートピアホテル
出 席 者：L貞松	 L栗栖	 L小山	 L篠原
	 L瀬川	 L主森	 L中野	 L松田
	 L宮城	 L森本	 L勝田

Ⅰ．開　　会

Ⅱ．定足数確認
　理事役員11名の出席により会則第７条２項に照
らし、友好に理事会は成立した。

Ⅲ．議事録作成人および署名人の指定
	 議事録作成人　L勝田雅昭
	 議事録署名人　L松田慎介

Ⅳ．審議事項
１）第４回理事会議事録について	 承認

２）第69期10月度残高試算表について	 承認

　	前期下期会費未納の退会者については、今期中
は督促を続けることとした。

３	）福岡ライオンズクラブCN65周年の御祝につ
いて	 承認

　審議の結果、御祝を５万円とすることとした。
４）忘年例会の予算について	 継続審議

　	計画委員長L松田より説明があり、審議の結果、

料理等、内容を再度見直すこととした。
５）第44回レオクラブ年末チャリティーバザーの
寄付金について
　審議の結果、当クラブとしては支援しないこと
となった。
６）LCIF20ドル献金について	 承認

　家族会員、名誉会員を除いた会員数（＠＄20×
90人）を献金することとした。
７）L青田嘉之　会員種別変更について	 承認

　第69期下期より賛助会員へ変更。

Ⅴ．報告事項
　幹事L勝田により、紙面に沿って報告がなされた。
　第一副会長L中野より70周年記念事業について
説明があり、今後はCN70周年記念大会の各実行
委員会にて準備していくことが確認された。

Ⅵ．次回開催日
　日時：2021年12月９日㈭　18：00～
	 於：神戸たん熊

Ⅶ．閉会挨拶
　上記の通り審議事項を了承し、第69期第５回理
事会を閉会した。
	 議事録作成人　勝田雅昭
	 議事録署名人　松田慎介

延期となっていた1R・1Zガバナー懇談会が2021.11.1神戸ポートピアホテルにて開催されました。
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2021年11月24日水［12:15～13:30］／神戸メリケンパークオリエンタルホテル

第69期 第1650回【11月第二例会】

◎ ゲストの紹介

・社会福祉法人　神戸市社会福祉協議会

　障害者スポーツ振興センター　センター長

田
た

中
なか

靖
やす

人
ひと

	様

　障害者スポーツ振興センター　HUG+担当

足
あ

立
だち

裕
ひろ

子
こ

	様

・ライオンズクラブ国際協会335-A地区

	 地区LCIF副委員長　L古
ふる

谷
たに

茂
しげ

政
まさ

	 （川西LC所属）

	 地区LCIF委員　L野
の

木
ぎ

良
よし

彦
ひこ

	 （伊丹猪名野LC所属）

・親和法律事務所	 弁護士　藤
ふじ

村
むら

慎
しん

也
や

	様

・株式会社NEXUS	 代表取締役　平
ひら

井
い

孝
たか

秀
ひで

	様

◎ 指名委員指名

【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

　　　　　L瀬川雅矢　L三宅　直　L篠原裕幸

　　　　　L森　大介　L井浪憲祐　L堤　公一

◎ プログラム

１．開会宣言（ゴング）	 会　長　L貞松　秀行

２．国旗並びにライオン旗に敬礼	 全　　員

３．「ライオンクラブの歌」斉唱～ピアノ演奏のみ～

４．ゲストの紹介	 幹　事　L勝田　雅昭

５．会長挨拶	 会　長　L貞松　秀行

６．ゲストご挨拶
社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会　　
障害者スポーツ振興センター センター長　田中	康人	様

 HUG +展担当　足立	裕子	様

７．ゲストスピーチ
ライオンズクラブ国際協会335-A地区
　　　　　　　　　地区LCIF副委員長　L古谷　茂政

８．指名委員指名	 会　長　L貞松　秀行

＜会食＞

９．T.T.タイム	 副テール・ツイスター　L長手　幹雄

10．委員会報告	 各委員長

11．幹事報告	 幹　事　L勝田　雅昭

12．テール・ツイスター報告

副テールツイスター　L長手　幹雄

13．出席率報告	出席大会・友愛委員長　L大石　康二

14．「また会う日まで」斉唱～ピアノ演奏のみ～

15．開会宣言	 会　長　L貞松　秀行

司会　L.T.　Ｌ宮城　良太
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◎ 出席率　第1649回（11/9）

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計
68 1 2 25 96

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率
39 57 5 64％

◎ テールツイスター報告

◎ 幹事報告

１）11/29㈪　1R・1Z第２回ガバナー諮問委員会・ZM

於：肉の入江　元町店

２）12/１㈬　福岡ライオンズクラブ65周年記念式典

於：ホテルオークラ福岡

３）12/９㈭　第６回理事会	 於：神戸たん熊

４）12/14㈫　第1651回忘年例会【夜例会】

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）12/24㈮　第1652回書面例会

【2022年】

６）１/７㈭　第７回理事会	 於：生田神社会館

７）１/11㈫　第1653回新年合同例会

於：生田神社会館

８）１/25㈫　第1654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

＜ゴルフ同好会＞

１）12/14㈫　ゴルフ同好会コンぺ

於：東広野ゴルフ倶楽部

ドネーション
L古谷茂政　LCIFへのご理解、今後と
も宜しくお願いします

5,000円

L野木良彦　LCIFを応援くださいませ 5,000円
L塚本晴之　第178回1R1Z懇親ゴルフ
大会で優勝しました。あんなスコアで!!

5,000円

L森本克幸　先月のアカデミーの会食で、
L野木より例会出席要望あり実行させ
ていただき、感謝

5,000円

L井浪謙祐　盟友L長手、初めてのテー
ルツイスターにてドネーションします

10,000円

L長手幹雄　初めての大役ありがとう
ございました。

10,000円

合 　 　 計　　 40,000円
フ ァ イ ン　　 6,450円
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　皆さん、こんにちは。
今週に入りまして気温
がグッと下がりまし
て、冬の入り口が近づ
いてきたような感じが
しておりますが、皆さ
ん、いかがお過ごしで
しょうか。
　本日のお昼の例会は
上期最後のお昼の例会
になります。といいま
すのも、来月12月の例会ですが、第一例会は夜開
催の忘年例会という形をとらせていただいており
ます。12月の第一例会、いつもでしたらクリスマ
ス例会になりますが、今年は中止という形をとら
せていただいておりますので、その代わりが忘年
例会となっております。結果としまして、本日が
上期最後のお昼の例会となります。よろしくお願
いいたします。
　本日は、たくさんのゲストの方がおみえになら
れています。短い時間ではありますが、楽しんで
いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
　新型コロナウイルスの件ですが、今のところ日
本では落ち着いている状況が続いております。た
だ、海外に目を向けてみますとヨーロッパ、韓国
では感染が拡大しております。油断せずに引き続
き感染対策を怠らずにお過ごしください。ワクチ
ン接種も、２回目のワクチン接種後、原則８か月
が経過すれば３回目の接種が行えることになった
ようです。こちらも、これからどのように状況が
変化していくか、注視したいと思っています。
　話がコロッと変わりますが、先日、メジャー
リーガーの大谷翔平選手がMVPを獲得されまし
た。満場一致ということでなったそうです。二刀
流という桁違い、規格外の選手ということで、い
わゆる俗に言うスーパースターです。こちらがア

メリカのメジャーリー
グで登場し、さらに日
本人ということもすご
いことですし、日本人
としてとても誇りに
思っています。まだま
だ大谷選手は若いです
ので、これからピーク
を迎えることになると
思いますので、今期も
さることながら、来期

以降の活躍にも期待したいと思っています。
　さて、ライオンズ活動の報告ですが、先週の火
曜日に同好会の丑寅会に参加させていただきまし
た。丑寅会は文字どおり丑年の方と寅年の方の懇
親会でございます。11名の方が参加されておられ
まして、楽しい話をたくさんお聞きすることがで
きました。有意義な時間を過ごさせていただきま
した。その後、若手のメンバーのみで二次会、三
次会と引き続き懇親を深めてまいりました。とて
も楽しかったです。こういう会がどんどん開催で
きればと思っておりますので、来年以降、企画が
できればと思っています。
　それと、先週の土曜日、１リジョン・１ゾーン
による神戸市役所周辺のまちかどクリーン作戦に
L勝田、L小山、L宮城、L沼田、L宮城の娘さん
とともに参加してまいりました。総勢30名ほどの
方々が参加して１時間半ほど清掃活動を行ってま
いりました。来年の春頃に須磨海岸周辺の清掃活
動を行う予定になっているそうです。また皆さん
にお知らせさせていただきますので、そのときは
ご協力よろしくお願いいたします。
　今年も残すところ約１か月となりました。皆さ
ん、体調を崩されませんよう、お気をつけてお過
ごしください。

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行
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★ ゲストスピーチ ★

　皆さん、こんにちは。本日は、障害者の芸術祭
「HUG＋展」担当の足立と二人お招きをいただき
誠にありがとうございます。場慣れしていないの
で緊張しております。申し訳ございません。
　実はライオンズクラブ様が65周年を迎えると
きに前篠原会長から声をかけていただきまして、
HUG＋展は、神戸市内の障害をお持ちの方々の
アート作品を募集して、一堂に会して展示をする
ものですが、第１回目の展覧会を迎えましたとこ
ろ、神戸（ホスト）ライオンズクラブ様から絶大
なご支援を賜りました。
　今回は第５回目でございます。お手元に11月の
作品募集のチラシをお配りしております。全市か
ら400～500点の作品を募っています。通常は選ば
れた作品を展示しますが、この展覧会のポリシー
として全点を展示しています。
　もう１点、審査員の方々に10点の優秀作品を選
んでいただいた中で、１点だけ最優秀賞を与える
とともに、作品を買い上げてコレクションし、将
来的には神戸海洋博物館に展示する計画で進めて
おります。
　年１回の開催ですが、今年も年明けの１月29日
から１週間、原田の森ギャラリーで開催させてい
ただきます。近くにお立ち寄りの際にはぜひ展覧
会をご覧いただければと思います。
　今年の特徴としましては、来られない障害のあ
る方のために、バーチャルというか、動画を撮影
して、それをYouTubeで見ていただけることも考

えています。実現しましたらライオンズの皆さん
方にもご案内させていただきたいと思っています。
　長年にわたりご支援をいただきまして本当にあ
りがとうございます。第１回目につきましては篠
原会長、貞松会長様においでいただきました。市
長にもご出席をいただきました。今回も会場に足
を運んでいただければと思っています。
　引き続きご支援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。

　失礼いたします。地区LCIF副委員長の古谷です。
どうぞよろしくお願いいたします。本日は、この
ようなステキな例会に、お時間を頂戴いたしまし
て本当にありがとうございます。また、日頃は
335-A地区を応援していただきまして本当にあり
がとうございます。
　本日は地区LCIF委員会から２名参加しており
ます。私は川西ライオンズクラブから出向してい
ます。野木は伊丹猪名野ライオンズクラブから出
向しています。
　地区のクラブを回らせていただいて、川西から
来ましたと伝えると、遠いところからありがとう
ございますと言われて恐縮するのですが、そんな
に遠くはなくて、高速で40分くらいです。
　皆さんが川西に来ることはあまりないと思いま
すが、川西のことを少しだけご紹介させていただ
きます。かなり前になりますが、植村花菜さんと
いう川西出身のシンガソングライターが、「トイレ

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 障害者スポーツ振興センター
センター長　田中 靖人 様

ライオンズクラブ国際協会335－A地区
地区LCIF副委員長　L古谷　茂政
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の神様」という曲を発表されて、爆発的にヒット
しました。
　自ら作詞作曲をされたので、当時の日本レコー
ド大賞で優秀作品賞と作詞賞を受賞されるという
有名なお話がございます。
　さて、資料４枚目の裏ページ、川西市役所のす
べてのカウンターに川西ライオンズのマーク入り
のアルコール消毒液を置いています。市民の皆さ
んはライオンズのアルコールを使って感染防止を
しているというイメージを持っています。これは
LCIF委員会で川西ライオンズが進めていて、こ
んな使い方もありますと紹介しています。ぜひ、
川西にお越しの際には、市役所に寄っていただい
てライオンズのアルコールをご利用いただければ
と思っています。
　今日は「みんなで集めてみんなで使おうLCIF」
という資料をもとにご説明させていただきます。
30分くらいかかるのですが、今日は10分しか時間
がないとお聞きしていますので、凝縮してお話を
させていただきたいと思います。
　私が「みんなで集めて」というところを説明し
て、L野木が「みんなで使おう」というところを
説明させていただきます。最後のページ、どのよ
うに集めましょうか、どのように活用しましょう
か、投げかけをさせていただいています。大変恐
縮ですが。それでは説明させていただきます。
　１枚めくっていただいて２ページ目、なぜ集め
るのか。皆さんおなじみのライオンズマークで
す。ご存じだと思いますが、ライオンが左右に
あって、一つは地域社会、一つはインターナショ
ナル、世界を向いています。われわれは地域だけ
ではなく全員が国際会員、インターナショナルと
地域の両方に目を向けていきましょう。
　地域社会に対する奉仕活動は年間を通して行う。
インターナショナルの活動費はLCIFで賄われて
いる。個人的に思いますが、LCIFの寄付という
イメージを受けてしまいますが、寄付という言い
方はやめてもらえないかと思っています。国際会
員の立場でインターナショナルに、世界に貢献す
るためにLCIFの事業費をみんなで分配して負担
しませんか。こういう言い方に早く変えてもらえ
ないかと思っています。そういうお金です。
　実は、世界最大の奉仕団体はライオンズクラブ

で140万人。比べるものではありませんが、ロー
タリークラブは120万人。ライオンズクラブの方
が多いです。ロータリークラブは年間約1000億円
の予算、ロータリークラブは毎年300億円の寄付
を集めています。ライオンズクラブは年間30億円
しか集めていない。10分の１です。人数は多いで
すが10分の１です。これを目標の100億円、ロー
タリークラブの３分の１ですが、100億円まで頑
張って上げていこうということでキャンペーン活
動を行っている、一つの要因になります。
　最近、世界で災害が多発しています。335－A地
区も今までLCIFのコーディネーターという立場
の方がいらして、この方は役員ですが、今年は第
二副地区ガバナーのL山中がLCIFのコーディネー
ターとして参加されています。それだけ力を入
れていこうということです。来年からは、キャン
ペーン100が終わりますが、今後もご協力をどうぞ
よろしくお願いいたします。
　私からは「なぜ集めるのか」をこういう形で説
明させていただきました。わからないことがあれ
ば、地区LCIF委員会の公式アカウントというホー
ムページに登録していただければ、委員長がお一
人お一人に答えてくれるようなシステムになって
いますので、ぜひ活用してください。また、それ
はしにくいという場合は私なりが答えさせていた
だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　みんなで使おうという部分についてL野木から
説明させていただきます。よろしくお願いいたし
ます。

　地区LCIF委員の野木でございます。本日は例
会に参加させていただきありがとうございます。

ライオンズクラブ国際協会335-A地区
地区LCIF委員　L野木　良彦
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　７月12日（木）にライオンズクラブ1R・1Zのゴルフコン
ペが、有馬カントリー倶楽部にて開催されました。
　当日は、スタート時少し温度が低く寒さを感じました
が、時間とともに晴れ間が広がり風もないゴルフ日和の
なか、1R・1Z各クラブのメンバーと懇親を深めながらゴ
ルフを楽しむことが出来ました。
　結果は、当クラブのL塚本が優勝、シニア賞を、L佐
伯が２位とベスグロを獲得するという好成績を残しまし
た。団体戦においても、L井浪、L佐伯、L塚本の３名の
成績により神戸（ホスト）ライオンズクラブが優勝とい
う素晴らしい結果でした。
　優勝者のL塚本においては、股関節に痛みがあるなか
でのプレーでしたが、痛みを感じさせないスコアで優勝
されました。おめでとうございます。
　今回の当クラブの参加者は、L井浪、L岡村、L佐伯、
L塚本、L永川、L森大介と勝田の７名でした。
　なお、1R・1Zのゴルフコンペは、年４回開催されてお
りますので、今後も多数の皆さんに参加して頂きたいと
思っております。なお、次回の開催は未定で、決まり次
第、会員の皆様にはお伝えさせて頂きます。

私からは「みんなで使おう」というLCIFの交付金
に関して簡単に案内させていただきます。
　ご承知のとおり、今まで一般援助交付金という
ことで、いくつか大きな種目がありました。今
もあります。活用されたクラブは、335-A地区で
も過去、何十年もありますが、少ないというこ
とで、このキャンペーン、LCIFの100周年を祝っ
て、「地区およびクラブシェアリング交付金制度」
が設立されました。
　皆様のライオンズクラブ、地域のアクティビ
ティに交付金を使っていただくために申請要件を
緩く設定しています。個別クラブで申請されたも
のは、１枚目にみんなで使おうの中身が載ってい
ますが、これから2021年の各クラブの申請が入っ
てきていますので、来年に向けて使っていただく
形になっています。

　地区シェアリングの交付金も、地区で申請方法
が変わっていましたので、今期から単一クラブ
では難しいですが、複数クラブ、ゾーンごとに、
ゾーンのボードアクティビティをされる場合は、
この交付金を使った形でアクティビティの活動支
援をさせていただきたいということで始まってい
ます。よろしければ、交付金を使った形で様々な、
新たなアクティビティ等をご検討いただければと
思います。
　最後になりますが、みんなで使おうについての
質問というか、集め方ならびに使い方に関して、
よろしければ、神戸（ホスト）ライオンズクラブ
さんの現在の情勢、今後に向けての考えがありま
したら、お聞かせいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ゴルフ 第178回1R・1Z懇親ゴルフ大会
2021年11月18日（木）　有馬カントリー倶楽部

成　績　表

氏 名 OUT IN GROSS HDCP NET GROSS
順位

1 塚本晴之 50 44 94 21.6 72.4 1

2 佐伯朋忠 41 43 84 10.8 73.2 6

3 中西則雄 43 42 85 10.8 74.2 8

4 福井貴美子 50 45 95 20.4 74.6 13

5 清水信弘 50 47 97 20.4 76.6 3

6 辻　信行 52 44 96 19.2 76.8 1

7 井浪謙祐 57 54 111 33.6 77.4 9

8 池原弘充 52 52 104 26.4 77.6 4

9 勝田雅昭 52 51 103 25.2 77.8 4

10 岡村武和 48 52 100 21.6 78.4 4

11 西谷良彦 53 53 106 27.6 78.4 4

12 瓜生哲也 53 52 105 26.4 78.6 4

13 黄　聖銖 50 48 98 19.2 78.8 4

14 浜原正豊 53 50 103 22.8 80.2 4

15 永川智康 56 45 101 20.4 80.6 4

16 大井敏弘 61 58 119 37.2 81.8 4

17 森　大介 57 58 115 27.6 87.4 16
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アクティビティ オレンジリボンキャンペーン2021
2021年11月27日（土）

アクティビティ 1R・1Z ライオンズクラブクリーン大作戦
2021年11月20日（土）　神戸市役所周辺

　11月20日（土）10時より神戸市内清掃活動「1R・1Z　ライオンズクラブクリーン大作戦」に参加しました。
　当クラブからは、まちかどクリーン作戦担当の奉仕副委員長L沼田（恒）、会長L貞松、L小山、L宮城、
L勝田、加えてL宮城の御息女の総勢６名で参加しました。
　神戸市役所に1R・1Zの８クラブメンバー約30名が集合し、第1副地区ガバナーL浜原正豊、1R・1Z ゾー
ン・チェアパーソンL大井敏弘の挨拶のあと、各クラブに別れて神戸市役所を中心にして清掃活動を行い
ました。最近は、三宮の街を歩いていてもあまりゴミが落ちている意識はありませんでしたので、どれほ
どゴミがあるのかと思っていましたが、街路樹や植栽の根元に空き缶、空き瓶、ペットボトル、たばこの
吸い殻やコンビニのお弁当殻などいろいろなゴミがありました。約１時間、清掃活動を行い、当クラブだ
けで大きなゴミ袋１袋分を収集しました。午前中にゴミ拾いをするととても爽やかな気持ちになりまし
た。今回はコロナ禍で人数を抑えた形で開催されましたが、当クラブでもJR灘駅周辺でのまちかどクリー
ン作戦も実施していますし、1R・1Zでも次回は須磨海岸での開催も予定されていますので、会員の皆様も
是非参加してみてください。

　11月27日（土）に当クラブが2010年から継続アクティビティとして後援
しているオレンジリボンキャンペーン2021の子ども虐待防止活動を行い
ました。
　新型コロナウィルスの影響で、昨年と同様に場所を借りての開催では
なく、街頭での啓発活動を実施しました。
　当クラブからは、奉仕委員長L長手、オレンジリボンキャンペーン担当
の奉仕副委員長L金子（良）、会長L貞松、L小山、L勝田の５名で参加しま
した。
　具体的な内容は、神戸市児童養護施設連盟のスタッフ、当クラブメン
バーと有志の方が子ども虐待防止活動のイメージカラーであるオレンジ
のバンダナを首に巻いて、オレンジリボンのカードを挿入した啓発グッ

ズとチラシを一緒にして配布
することで子ども虐待防止活動オレンジリボンキャンペーン
の周知を行う街頭啓発活動です。
　当日は10時から三宮センター街東入口周辺で3,000個の啓発
グッズとチラシを全て配布しました。
　今後もオレンジリボンキャンペーンの啓発活動を行い、子
ども虐待防止の気運を高めていきたいと思いました。来年度
はコロナも収束して、従来通りの開催ができ、たくさんのク
ラブメンバーが参加できるようになることを祈るばかりです。
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　本日は秋が満載のお料理でしたが、今日の問題

は秋にちなんだ景勝地についてクイズを出させて

いただきたいと思います。

L小山のおひざ元であります有馬温泉

は日本三古泉の一つとして知られてい

ます。もう一つは愛媛県の道後温泉でございま

す。有馬温泉、道後温泉ときて三名泉は次の三つ

の中からどれでしょう。

　１．群馬県の草津温泉

　２．大分県の別府温泉

　３．和歌山県の白浜温泉

正解　３番の和歌山県の白浜温泉です。三古泉は

有馬温泉・道後温泉・白浜温泉で、三名泉となる

と有馬温泉・草津温泉・下呂温泉になります。

T.T.TIME 副T.T.  L 長手 幹雄テール・ツイスター・タイム

有馬温泉は「日本書紀」まで記録をた

どればありまして、その歴史は600万

年以上といわれています。神話によりますと、泉

源は大己貴命（おおなむちのみこと、大国主命）

と少彦名命の二神が、鳥たちが水浴びをして傷を

癒すのを見てその効能に気づき、日本最古の温泉

の発見につながったという歴史があります。水浴

びをしていた鳥の名前は何でしょう。

　１．トキ（これは兵庫県の県鳥です。）

　２．カラス

　３．ツル

正解　２番のカラスです。ちなみに、カラスは三

羽おりまして、今でも有馬温泉の守護神として二

神とカラスが祀られています。

秋の紅葉シーズンですが、続いては優

れた景勝地、庭園についての問題で

す。その中でも日本三名園とされている庭園は、

石川県金沢市の兼六園、二つ目は茨城県水戸市の

偕楽園、３番目はどれでしょう。

　１．東京白銀にある八芳園

　２．兵庫県神戸市にある相楽園

　３．岡山県岡山市の後楽園

正解　３番の後楽園です。

Q1.

Q2.

Q3.

　そろそろ違う話題で・・・
と思いながらもやはりこの話
題に。

　第69期スタート時に比べますと、今回の会報誌で
はようやく通常の例会、飲食を伴う各委員会等の会
合、二次会等の話題が増えてきたようで嬉しく思い
ます。ただ、この編集後記執筆時には、新たな変異

株の話題が・・・。かじ取りの難しい時期ではあり
ますが、会員全員で貞松キャビネットを盛り上げて
いきましょう。
　最後にゴルフの話題ですが、コロナ禍におきまし
ても先輩方の強さが際立っています。
　若手会員の下克上を期待しております！
 （L三宅　直 記）

編 集 後 記
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