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2022年1月11日火

第69期 第1653回 書面例会【1月第一例会】

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行

　明けましておめでとうこうございます。
　皆様におかれましては、健やかに新年を迎えら
れたこととお慶び申し上げます。
　昨年はクラブ運営にご協力いただき、誠にあり
がとうございました。第69期後半も五役共々一生
懸命クラブ運営に努めてまいりますので、引き続
き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。
　さて、１月より第69期の後半がスタートしまし
たが、残念なことに新型コロナウイルスの新種株
であるオミクロン株の急速な感染拡大により、新
年例会を中止せざる得なくなってしまいました。
例会開催基準である、まん延防止等重点措置の適
用等があったわけではありませんが、感染力が強
く濃厚接触者の範囲も現段階で従来よりも広げら
れている状況を踏まえ、１月６日に開催された理
事会で新年例会を急遽中止するという決議に至り

◎ 審議事項
１�）公益信託全神戸ライオンズクラブ奨学会　
2021年下半期拠出金について
　�上半期同様、拠出金600円×会員数88名＝￥52,800
拠出する
２�）ケンタッキー州竜巻被害LCIF災害指定　寄
付のお願い…クラブでは支援しない
３�）忘年例会（12/14）決算報告
４）賛助会員（L平井英夫）の退会について
５�）東京ライオンズクラブ結成70周年の御祝につ
いて…御祝金５万円

ました。これも会員皆様の安全・安心を考慮した
うえでの決議であることにご理解下さい。
　今後も感染状況を注視しながら例会開催の判断
をし、現行の例会開催基準を今一度見直し、新た
な基準を設けるかどうかの判断も理事会等で協議
していく予定です。
　また、１月18日に予定しておりました「友愛の
集い」につきましても、昨年より担当委員の方々
に準備を進めていただいていたのですが、延期さ
せていただくことになりました。感染状況が改善
された時点で必ず実施したいと考えておりますの
で、今しばらくお待ち下さい。
　会員の皆様には何かとご不便をお掛け致します
が、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、くれぐれも感染対策を怠
らず体調にお気をつけてお過ごし下さい。

◎ 幹事報告
１）１/17㈪　1R・1Z合同会議� 於：ZOOMにて

２）１/18㈫　【延期】「友愛の集い」
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）１/25㈫　【書面例会】第1654回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

４�）２/１㈫～２/６㈰
　兵庫県肢体不自由児協会美術展
� 於：ギャラリー ミウラ

５）２/３㈭　第８回理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

６）２/８㈫　第1655回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
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７）２/22㈫　第1656回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

８）３/３㈭　第９回理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

９）３/８㈫　第1657回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

10�）３/19㈯
　東京ライオンズクラブ結成70周年記念式典
� 於：帝国ホテル

11）３/22㈫　第1658回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

12）３/23㈬　地区年次大会記念ゴルフ大会
� 於：三田ゴルフクラブ

13）４/３㈰　1Z・2Z・3Z合同クリーン作戦
� 於：須磨海岸

◎出席者報告　第1652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

67 1 2 24 94

◎テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　943,000円
※ファイン　0円� �累計　 31,505円

　「第５回こうべ障がい者芸術フェスタ�HUG+展2021」につきまして以下の通り報告いたします。

１．事業名称
　第５回こうべ障がい者芸術フェスタ�HUG+展2021

２．開催日時・場所
　・令和４年１月29日（土）～２月５日（土）
　・原田の森ギャラリー本館２階大展示室

３．出展数
　・出展数�477点　　・来場者数�約1,300人

４．事業報告
　�　65周年記念事業として第１回からスペシャルパートナーとして協賛して今期で５回目の開催
となります。
　�　HUG+展は、神戸市内の障がいのある方が応募された作品は全点を展示し、そのなかでアー
ト作品としての市場性を見極め、恒久的な展示・保存を視野に入れた審査を行っています。
　�　ただ、新型コロナウィルスの影響により、昨年に引き続き、当クラブメンバーのセレモニー、表
彰式などの参加はありませんでした。

５．その他
　�　今回は初めての試みで動画配信により、会場の様子をご覧になれます。
　�　メンバーの皆様も、下記ホームページアドレスよりご視聴頂ければ幸いです。

http://www.kobesad.jp

第5回こうべ障がい者芸術フェスタ HUG+展2021報告
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2022年1月25日火

第69期 第1654回 書面例会【1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。とても寒い日が続いています
が、いかがお過ごしでしょうか。
　１月第２例会ですが、新型コロナウイルスの感
染拡大により、「まん延防止等重点措置」の適用を
兵庫県も大阪府、京都府と共同で政府に要請した
ため、新年例会に引き続き中止させていただくこ
とになりました。「まん延防止等重点措置」の適用
期間中は、現行の例会開催基準に従い、書面例会
等に変更させていただきます。よって、今後数回
は書面例会等に変更させていただくことになろう
かと思いますが、ご理解のほどよろしくお願いい
たします。
　新型コロナウイルス関連で世界に目を向けてみ
ますと、例えば、感染爆発に陥っていたイギリスが、
先日、感染のピークは過ぎ、感染者数も減少傾向
に入ったので行動制限を緩和するとのニュースを
見ました。日本よりも人口が少ないイギリスで、

未だ一日の感染者数が10万人前後なのに行動制限
緩和？と危機感の違いに驚かされました。イギリ
スが緩すぎるのか、日本が厳しすぎるのか、皆様
はどうお考えでしょうか。
　さて、ライオンズ活動ですが、先日、ゾーン会議
（リモート）に出席してまいりました。ゾーン・
チェアパーソンより、４月に１リジョン全体で須
磨海岸クリーン作戦を開催するとの報告がありま
した。詳細につきましては、今後わかり次第お知
らせさせていただきますので、ご協力のほどよろ
しくお願いいたします。
　寒い日がまだまだ続きそうですので、体調を崩
されませんよう、そして感染対策も怠らずお過ご
し下さい。
　以上をもちまして、会長挨拶とさせていただき
ます。

◎ 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

◎ 幹事報告
１）１/25㈫　第69期指名委員会　於：ZOOMにて
２�）１/29～２/５　第５回こうべ障がい者芸術
フェスタ「HAG+展」� 於：原田の森ギャラリー
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３�）２/１㈫～２/６㈰
　兵庫県肢体不自由児協会美術展
� 於：ギャラリー ミウラ

４）２/３㈭　第８回理事会� 於：ZOOMにて

５）２/８㈫　第1655回書面例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）２/22㈫　第1656回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）３/３㈭　第９回理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

８）３/８㈫　第1657回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

９�）３/19㈯
　東京ライオンズクラブ結成70周年記念式典
� 於：帝国ホテル

10）３/22㈫　第1658回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11）４/３㈰　1Z・2Z・3Z合同クリーン作戦
� 於：須磨海岸

12）４/７㈭　第10回理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

13）４/12㈫　CN69周年記念例会（第1659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）３/23㈬　地区年次大会記念ゴルフ大会
� 於：三田ゴルフクラブ

◎ 出席者報告　第1653回（1/11）
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

67 1 2 24 94

◎ テールツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　943,000円
※ファイン　0円� 累計　 31,505円

HUG＋展
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第69期 ❖ 第7回 理事会議事録 ❖

開催日時：2022年１月６日㈭　18：00～

開催場所：生田神社会館

出 席 者：L貞松� L井浪� L榎本� L加藤

� L栗栖� L小山� L篠𠩤	 L堤

� L長手� L中野� L西島� L松田

� L宮城� L三宅� L森川� L森本

� L勝田� L鵜丹谷� L大石

Ⅰ．開　　会

Ⅱ．定足数確認

　理事役員17名出席により会則第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栗栖正明

Ⅳ．審議事項

１）第６回理事会議事録について� 承認

２）第69期12月度残高試算表について� 承認

３）公益信託全神戸ライオンズクラブ奨学会

　2021年下半期拠出金について� 承認

　�上半期同様、拠出金600円×会員数（88名）を拠

出することとした。

４�）ケンタッキー州竜巻被害LCIF災害指定　寄付

のお願い

　クラブでは支援しないこととなった。

５）有馬芸妓の支援について� 継続審議

　�会長L貞松よりまず議案を２月に再審議する旨

の言及と支援に関する趣旨説明があり、その後

理事で意見交換を行い、次回再審議することと

なった。

６）忘年例会決算報告� 承認

７）賛助会員（L平井英夫）の退会について� 承認

８�）東京ライオンズクラブ結成70周年のお祝いに

ついて� 承認

　�審議の結果、御祝を５万円（65周年と同額）と

することとした。

９）今後の例会等の開催について

　�新型コロナウィルスの感染が急激に拡大する状

況での例会等の開催についての意見交換を行っ

た。そこで今流行っているオミクロン型は感染

力が強いことや濃厚接触者の自己隔離期間の長

さ等を考慮した結果、68期に設定した例会等の

開催ルールには該当しないが、例会を開催しな

いこと（書面例会）が適切であるとなった。

　�また、１月18日に予定していた友愛の集いも延

期することとなった。

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。

Ⅵ．次回開催日

　日時：2022年２月３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７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　栗栖正明
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2022年2月8日火

第69期 第1655回 書面例会【2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。２月に入り厳しい寒さが続い
ていますが、いかがお過ごしでしょうか。
　２月第１例会ですが、兵庫県も「まん延防止等
重点措置」の適用を受けてしまいましたので中止
させていただくことになりました。現在流行して
いるオミクロン株は重症化しにくいと言われてい
ますが、感染力がとても強いです。実際に皆様の
周囲でも感染された方、濃厚接触者になってしま
われた方がいらっしゃるのではないでしょうか？
感染者数が落ち着くには、しばらく時間を要しそ
うな雰囲気です。そんな中、３回目のワクチン接
種が高齢者からスタートしました。今後は、ワク
チン接種の進捗具合と感染状況に注意しながら例
会開催のタイミングをうかがいます。
　２月４日から中国の北京で冬季オリンピックが
開催しました。夏季（2008年開催）と冬季（今年開
催）が同じ都市で開催されるのは、今回が初めて
だそうです。昨年の東京オリンピックから約半年

での冬季オリンピック開催ということですが、感
動を再び貰いたいですね。
　さて、ライオンズ活動ですが、２月３日に原田
の森ギャラリーで開催されている「こうべ障がい
者芸術フェスタHUG+展」、２月６日に北野坂にあ
るギャラリーミウラで開催されている「兵庫県肢
体不自由児者美術展」に行ってまいりました。ど
ちらも当クラブが支援させていただいている美術
展であります。新型コロナウイルスの影響により
例年よりも出展作品数が減少しているそうです
が、力作が多く見応えがありました。来年は、新
型コロナウイルスの影響を受けずに開催できるこ
とを願っています。
　寒い日がまだまだ続きますが、体調管理に気を
つけ、感染対策も怠らずにお過ごし下さい。
　以上をもちまして、会長挨拶とさせていただき
ます。

◎ 審議事項
１）神戸歴史遺産「有馬芸妓」の活動支援について
　予算の通り、10万円を支援する。
２）CN69周年記念例会予算書
　添付資料の内容となります。
３）第69期下期会費請求について
　�第６回理事会で決議された請求額から、下期書
面例会決定分（会食５回無）を減額した額で請
求する。

４�）第８回スペシャルオリンピックス・広島大会
開催協賛金について

　１口　5,000円を協賛する。
５）会員種別変更について（L牧野忠司）
　賛助会員に変更とする。

６）３月第一例会、今後の例会等の開催について
　�新型コロナウイルスの感染が急激に拡大してい
る状況を考慮して、例会の開催を３月度第一例
会まで書面例会とする。それ以降は、例会等開
催のルール及びその感染状況を考慮してキャビ
ネット又は理事会で開催の判断をする。

◎ 指名会予告
　次回２月22日開催の1656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。
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　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。

◎ 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
＜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㈫　第1656回書面例会
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

２�）２/25㈮　献血アクティビティ� 於：兵庫県警察学校
３�）３/３㈭　第９回WEB理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

４�）３/８㈫　第1657回書面例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５�）３/19㈯
　東京ライオンズクラブ結成70周年記念式典
� 於：帝国ホテル

６）３/22㈫　第1658回例会
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）４/３㈰　1Z・2Z・3Z合同クリーン作戦
 於：須磨海岸

８）４/７㈭　第10回理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

９）４/12㈫　CN69周年記念例会（第1659回例会）
� 於：神戸ポートピアホテル
10）４/17㈰　地区年次大会
� 於：神戸ポートピアホテル

11）４/26㈫　第1660回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

12）４/28㈭　京阪神３クラブ懇親会（予定）
� 於：大阪にて

13）５/26㈭　オールデスト５クラブの集い（予定）
 於：横浜にて

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞
１）３/23㈬　地区年次大会記念ゴルフ大会
� 於：三田ゴルフクラブ

◎ 出席者報告　第1654回（1/25）
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

67 1 2 24 94

◎ テールツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　943,000円
※ファイン　0円� 累計　 31,505円
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2022年2月22日火

第69期 第1656回 書面例会【2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。今年は、昨年よりも寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

　２月第２例会ですが、現在も「まん延防止等重点措置」の適用を受けているため、引き続き書

面例会とさせていただきました。感染者数が前週より少なくなってきていますが、まだまだ大勢の

方々が日々感染している状況に変わりはありませんので、引き続き感染対策を怠らずお過ごし下

さい。

　２月４日から中国の北京で開催されていた冬季オリンピックが２月20日に閉会しました。いろ

いろな問題に揺れたオリンピックでしたが、日本選手のメダル獲得数は過去最多を記録しまし

た。皆様は、どの競技が印象に残ったでしょうか？

　８年後の冬季オリンピック・パラリンピック招致に向けて札幌が話題になっています。是非と

も招致成功してほしいですね。

　２月９日に当クラブのメンバーであるL青田嘉之がご逝去されました。突然の訃報に皆様も驚

かれたと思います。私自身も突然のことで言葉を失ってしまいました。L青田といえば、ライオ

ンズクラブについてもそうですが、様々なことに精通されていて博学でいらっしゃいました。ラ

イオンズクラブのことも含め、教えていただきたいことが沢山あったので、もうお話しすること

ができないと思うと残念でなりません。今はただ、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

　寒い日が、まだまだ続きそうです。体調を崩されませんようお過ごし下さい。

　以上をもちまして、会長挨拶とさせていただきます。
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◎ 指名会
次期（第70期）役員・会計監査・会員委員会
付則第4条委員 候補者指名� （敬称略）

　去る１月25日、指名委員会が開催され、指名委
員の互選によりL森本克幸を委員長に選出。
　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。

第70期（2022.7.1～2023.6.30）役員候補者
会　　　長　中野　康治� 二 年 理 事　栗栖　正明

前
（LCIFコーディネーター）
　会　長　貞松　秀行� 二 年 理 事　瀬川　雅矢

第
（GLTクラブ指導力育成委員長）
1副会長　加藤憲一郎� 二 年 理 事　森本　克幸

第2副会長　森川　　拓� 二 年 理 事　岡村　武和

第3副会長　勝田　雅昭� 一 年 理 事　篠原　裕幸

幹　　　事　主森　尊之� 一 年 理 事　三宅　　直

会
（財務委員長）
　　　計　松田　慎介� 一 年 理 事　堤　　公一

L ． T ．　榎本　伸二� 一 年 理 事　田中　宏昌

T ． T ．　長手　幹雄� 奉仕委員長　沼田　恒守

計
（プログラムコーディネーター）
画委員長　大石　康二� マーケティング　　　　　

コミュニケーション委員長　井浪　謙祐

会 計 監 査　大塚　俊郎� 会員委員長　森　　大介

会 計 監 査　小山　嘉昭� 会
（付則第4条）
員委員会委員　堤　　公一

〈準役員〉
副　幹　事　沼田　恒守� 副　会　計　田中　宏昌
副Ｌ．Ｔ．　西島　大輔� 副Ｔ．Ｔ．　永川　智康

◎ 第68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
決議委員会�副委員長� L栗栖　正明
大会実行委員会�委員（総務部会長）� L栗栖　正明
式典部会�映像関係担当� L瀬川　雅矢
式典部会�委員� L森川　　拓

◎ 幹事報告
１）２/25㈮　献血アクティビティ（延期）
� 於：兵庫県警察学校

２）３/３㈭　第９回WEB理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

３）３/８㈫　第1657回書面例会
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

４�）３/19㈯
　東京ライオンズクラブ結成70周年記念式典（1名）
� 於：帝国ホテル

５）３/22㈫　第1658回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）４/３㈰　1Z・2Z・3Z合同クリーン作戦
� 於：須磨海岸

７）４/３㈰　神戸あじさいLC30周年記念式典（４名）
� 於：神戸ポートピアホテル

８）４/７㈭　第10回理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

９）４/８㈮　神戸北野LC10周年記念式典（４名）
� 於：北野天満神社

10）４/９㈯　宝塚LC認証60周年記念式典（４名）
� 於：宝塚ホテル

11）４/12㈫　CN69周年記念例会（第1659回例会）
� 於：神戸ポートピアホテル

12）４/17㈰　地区年次大会
� 於：神戸ポートピアホテル

13）４/26㈫　第1660回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

14）４/28㈭　京阪神３クラブ懇親会（予定）
� 於：大阪にて

15）５/26㈭　オールデスト５クラブの集い（予定）
� 於：横浜にて

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞
１）３/23㈬　地区年次大会記念ゴルフ大会
� 於：三田ゴルフクラブ

◎ 出席者報告　第1655回書面例会（2/8）
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

66 1 2 25 94

◎ テールツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　943,000円
※ファイン　0円� 累計　 31,505円
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第69期 ❖ 第8回 Web理事会議事録 ❖

開催日時：2022年２月３日㈭　18：00～

開催場所：ZOOM

出 席 者：L貞松� L榎本� L岡村� L加藤

� L小山� L篠𠩤	 L瀬川 L堤

� L主森� L長手� L中野� L松田

� L森川� L勝田

Ⅰ．開　　会

Ⅱ．定足数確認

　理事役員14名出席により会則第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堤　公一

Ⅳ．審議事項

１）第７回理事会議事録について� 承認

２）第69期１月度残高試算表について� 承認

３）神戸歴史遺産「有馬芸妓」の活動支援について

� 承認

　�審議の結果、予算通り10万円を支援することと

した。

４）CN69周年記念例会予算書� 承認

５）第69期下期会費請求について� 承認

　�第６回理事会で決議された請求額から下期書面

例会決定分（会食無５回分）を減額した額で請

求することとした。

６�）第８回スペシャルオリンピックス・広島大会

開催協賛金について� 承認

　審議の結果、1口5,000円を協賛することとした。

７�）L牧野忠司の会員種別変更について、賛助会

員に変更� 承認

８）兵庫県知事の入会について� 承認

　�当面、コロナの関係で出席頂けないので、入会

手続きを進めることとした。

９）３月度第一例会、今後の例会等の開催について

　�意見交換の結果、新型コロナウィルスの感染が

急激に拡大している状況を考慮して、例会の開

催を３月度第一例会まで書面例会とすることと

した。それ以降については、例会等開催のルー

ル及びその時の感染状況等を考慮してキャビネッ

ト又は理事会で開催の判断をすることとした。

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。

Ⅵ．次回開催日

　日時：2022年３月３日㈭　18：00～

� 於：ZOOM

Ⅶ．閉会挨拶

　上記の通り審議事項を了承し、第69期第８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　堤　公一
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2022年3月8日火

第69期 第1657回 書面例会【3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。３月に入り、少しずつ寒さが和らいできたように感じます。いかがお過ごし

でしょうか。

　３月第１例会ですが、「まん延防止等重点措置」の適用が21日まで延長されることとなり、引き

続き書面例会とさせていただきました。皆様とお会いして例会を開催したいのですが、安全・安

心を考慮しますと今しばらく我慢するしかないと判断致しました。来月12日にはチャーターナイ

トが控えていますので、さらなる延長とならぬことを期待します。

　現在、世界で注視されている事といえば、ウクライナ情勢です。ロシアによるウクライナへの

軍事侵攻が始まってしまいました。軍事侵攻が日増しに激しさを増すなか、停戦交渉も進展が見

られない状況です。一刻も早くウクライナに平穏な日々が訪れることを願うばかりです。

　さて、ライオンズ活動ですが、先日ゾーン会議（ZOOM）に出席してまいりました。各クラブ

の現況について報告があり、「まん延防止等重点措置」の適用中は、例会開催を見合わせているク

ラブ、通常と変わらず例会を開催しているクラブ、飲食を伴わずに例会を開催しているクラブと

様々な対応でした。

　どのような対応を選択すれば良いか悩ましいところですが、新たな対応を考える時期に来てい

るのではないかと感じています。

　季節の変わり目です。感染対策を怠らず、体調にお気をつけてお過ごし下さい。

　以上をもちまして、会長挨拶とさせていただきます。
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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（添付）
２）今後の例会の開催について

◎ 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70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　中野　康治� 二 年 理 事　栗栖　正明

前
（LCIFコーディネーター）
　会　長　貞松　秀行� 二 年 理 事　瀬川　雅矢

第
（GLTクラブ指導力育成委員長）
1副会長　加藤憲一郎� 二 年 理 事　森本　克幸

第2副会長　森川　　拓� 二 年 理 事　岡村　武和

第3副会長　勝田　雅昭� 一 年 理 事　篠原　裕幸

幹　　　事　主森　尊之� 一 年 理 事　三宅　　直

会
（財務委員長）
　　　計　松田　慎介� 一 年 理 事　堤　　公一

L ． T ．　榎本　伸二� 一 年 理 事　田中　宏昌

T ． T ．　長手　幹雄� 奉仕委員長　沼田　恒守

計
（プログラムコーディネーター）
画委員長　大石　康二� マーケティング　　　　　

コミュニケーション委員長　井浪　謙祐

会 計 監 査　大塚　俊郎� 会員委員長　森　　大介

会 計 監 査　小山　嘉昭� 会
（付則第4条）
員委員会委員　堤　　公一

〈準役員〉
副　幹　事　沼田　恒守� 副　会　計　田中　宏昌
副Ｌ．Ｔ．　西島　大輔� 副Ｔ．Ｔ．　永川　智康

◎ 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㈯
　東京ライオンズクラブ結成70周年記念式典（1名）
� 於：帝国ホテル

２）３/22㈫　第1658回書面例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）３/22㈫～23㈬　献血アクティビティ
� 於：兵庫県警察学校

４）４/３㈰　1Z・2Z・3Z合同クリーン作戦
� 於：須磨海岸

５）４/３㈰　神戸あじさいLC30周年記念式典（４名）
� 於：神戸ポートピアホテル

６）４/４㈪　地区「若手交流会」
� 於：神戸ポートピアホテル

７）４/７㈭　第10回理事会
� 於：神戸ポートピアホテル

８）４/８㈮　神戸北野LC10周年記念式典（４名）
� 於：北野天満神社

９）４/９㈯　宝塚LC認証60周年記念式典（４名）
� 於：宝塚ホテル

10）４/12㈫　CN69周年記念例会（第1659回例会）
� 於：神戸ポートピアホテル

11）４/17㈰　地区年次大会
� 於：神戸ポートピアホテル

12）４/26㈫　第1660回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

13）４/28㈭　京阪神３クラブ懇親会
�於：中之島美術館他・茨木CC・リーゴロイヤルホテル
14）５/26㈭　オールデスト５クラブの集い（予定）
� 於：横浜にて

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞
１）３/23㈬　地区年次大会記念ゴルフ大会（３名）
� 於：三田ゴルフクラブ

◎ 出席者報告　第1656回（2/22）
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
66 1 2 25 94

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　943,000円
※ファイン　0円� 累計　 31,505円
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2022年3月22日火

第69期 第1658回 書面例会【3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。日差しが春のおとずれを感じる頃となりました。いかがお過ごしでしょうか。

　「まん延防止等重点措置」の適用が本日より解除となりました。本当に長い自粛期間でした。

「まん延防止等重点措置」の適用が解除になり、本来ならば３月第２例会は通常どおり開催され

るべきなのですが、会場の予約の都合上、書面例会とさせていただきました。よって、皆様とお

会いできるのは、４月のチャーターナイトということになります。久しぶりの例会開催がチャー

ターナイトということで、ご迷惑をお掛けすることがないよう準備を進めてまいります。

　ウクライナ情勢ですが、現在もロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続き、被害が拡大して

いる状況です。ライオンズクラブもウクライナへの支援を決定し、各クラブへ支援を募っていま

す。私たち日本人も今回の軍事侵攻で考えさせられることが沢山あると感じました。一日も早く

終結することを願います。

　さて、ライオンズ活動ですが、19日に東京ライオンズクラブ結成70周年記念式典に出席してま

いりました。「まん延防止等重点措置」の適用中ということもあり、各クラブ１名のみの出席とい

う条件での開催でした。来期70周年を迎える当クラブにとって参考となる式典です。事務局に資

料を届けておきますので、担当委員の方々はお役立てください。

　寒暖定まらぬ時期です。体調にお気をつけてお過ごしいただき、次回チャーターナイトにご参

加ください。久々に皆様とお会いすることができるのをキャビネット一同楽しみにしております。

　以上をもちまして、会長挨拶とさせていただきます。

14



◎ 選挙会
次期（第70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　中野　康治� 二 年 理 事　栗栖　正明

前
（LCIFコーディネーター）
　会　長　貞松　秀行� 二 年 理 事　瀬川　雅矢

第
（GLTクラブ指導力育成委員長）
1副会長　加藤憲一郎� 二 年 理 事　森本　克幸

第2副会長　森川　　拓� 二 年 理 事　岡村　武和

第3副会長　勝田　雅昭� 一 年 理 事　篠原　裕幸

幹　　　事　主森　尊之� 一 年 理 事　三宅　　直

会
（財務委員長）
　　　計　松田　慎介� 一 年 理 事　堤　　公一

L ． T ．　榎本　伸二� 一 年 理 事　田中　宏昌

T ． T ．　長手　幹雄� 奉仕委員長　沼田　恒守

計
（プログラムコーディネーター）
画委員長　大石　康二� マーケティング　　　　　

コミュニケーション委員長　井浪　謙祐

会 計 監 査　大塚　俊郎� 会員委員長　森　　大介

会 計 監 査　小山　嘉昭� 会
（付則第4条）
員委員会委員　堤　　公一

〈準役員〉

副　幹　事　沼田　恒守� 副　会　計　田中　宏昌

副Ｌ．Ｔ．　西島　大輔� 副Ｔ．Ｔ．　永川　智康

◎ 幹事報告（★＝次期）
１）３/22㈫～23㈬　献血アクティビティ

� 於：兵庫県警察学校

２）４/３㈰　1Z・2Z・3Z合同クリーン作戦

� 於：須磨海岸

３）４/３㈰　神戸あじさいLC30周年記念式典（４名）

� 於：神戸ポートピアホテル

４）４/４㈪　地区「若手交流会」

� 於：神戸ポートピアホテル

５）４/７㈭　第10回理事会

� 於：神戸ポートピアホテル

６）４/８㈮　神戸北野LC10周年記念式典（４名）

� 於：北野天満神社

７）４/９㈯　宝塚LC認証60周年記念式典（４名）

� 於：宝塚ホテル

８）４/12㈫　CN69周年記念例会（第1659回例会）

� 於：神戸ポートピアホテル

９）４/17㈰　第68回地区年次大会

� 於：神戸ポートピアホテル

10）４/26㈫　第1660回例会

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11）４/28㈭　京阪神３クラブ懇親会

� 於：中之島美術館他・茨木CC・リーガロイヤルホテル

12）５/６㈮　第11回理事会

� 於：ラスート神戸ハーバーランド

13）５/10㈫　第1661回例会

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

14）５/12㈭　★第70期準備理事会

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

15）５/24㈫　第1662回例会

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

16）５/26㈭　オールデスト５クラブの集い（予定）

� 於：横浜にて

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞

１）３/23㈬　地区年次大会記念ゴルフ大会（３名）

� 於：三田ゴルフクラブ

◎ 出席者報告　第1657回（3/8）
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
66 1 2 25 94

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　943,000円

※ファイン　0円� 累計　 31,505円
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第69期 ❖ 第9回 Web理事会議事録 ❖

開催日時：2022年３月３日㈭　18：00～

開催場所：ZOOM

出 席 者：L貞松� L榎本� L加藤� L小山

� L瀬川� L堤� L主森� L中野

� L西島� L松田� 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榎本伸二

Ⅳ．審議事項

１）第８回理事会議事録について� 承認

２）第69期２月度残高試算表について� 承認

３）兵庫県肢体不自由児者協会「美術展」決算報告

� 承認

４）今後の例会の開催について

　�会長L貞松より３月21日までまん延防止等重点

措置が延長されたことを受けて、３月22日の３

月度第２例会については書面例会とすることの

説明があった。

　�CN69周年記念例会を含むその後の開催について、

意見交換を行った結果、３月21日でのまん延防

止等重点措置の延長の有無、例会等開催のルー

ル及びその時の感染状況等を考慮してキャビ

ネットで開催の判断をすることとした。

Ⅴ．その他の事項

１）第70期納涼例会　８月６日㈯の開催について

　�第70期会長のL中野より今年の花火大会が無く

なったことで、納涼例会の開催について話があ

り、理事会で意見交換を行った。

　�コロナの状況にもよるが、メンバーの家族も�

参加のバーベキュー等で開催するなど意見が出

た。以上のことから、メンバーにアンケートを

取り、その結果をもって開催方法等を決定する

こととした。

Ⅵ．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。

Ⅶ．次回開催日

　日時：2022年４月７日㈭　18：00～

 於：神戸ポートピアホテル

Ⅷ．閉会挨拶

　上記の通り審議事項を了承し、第69期第９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　榎本伸二
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2022年4月12日火/神戸ポートピアホテル「偕楽の間」

第69期 第1659回 例会【4月第一例会】
 CN69周年 記念例会

会 長 挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行

　皆様こんばんは。「ま

ん延防止等重点措置」の

適用が解除となり、よう

やく後期初めての例会開

催ということになりまし

た。いきなり、チャー

ターナイトということで

すが、何とか第69期の

チャーターナイトを開催

することができホッとし

ております。本日は新型

コロナウイルスの感染対策のため、当クラブの会

員のみで開催する予定でしたが、神戸市経済観光

局より末若様、北川様、神戸観光局より中西様、

池上様にお越しいただき、また、335A地区より、

地区ガバナーL畑山、キャビネット幹事L瀧川が

お越しくださいました。皆様、ご多忙の中ご出席

いただき誠にありがとうございます。

　短い時間ではありますが、例会及び晩餐会をお

楽しみください。

　本当に長い自粛期間でした。久しぶりに皆さん

のお元気そうなお姿を拝見できて、嬉しく思います。

　さて、このチャーターナイトですが、昨年はま

ん延防止等重点措置の適用により、時間を短縮し、

飲食を伴わないお昼間の開催となりました。２年

前は、緊急事態宣言中の最中であったため残念な

がら中止となってしまいました。今年は他クラブ

の方々の出席をご遠慮いただくという制約があり

ますが、３年ぶりに飲食を伴い夜に開催できるこ

ととなりました。新型コロナウイルスの影響をこ

こまで長い期間受けるこ

とになるとは誰も想像し

ていなかったのではない

でしょうか？本当に１日

も早い終息といいますか、

恐れるに足りないものに

なってほしいものです。

　本日ですが、この後の

晩餐会では、お食事をし

ていただくことになりま

す。チャーターナイトで

のお食事は３年ぶりということで、お食事を楽し

みにされているメンバーの方も沢山いらっしゃる

と思い、事前に私と幹事と会計の３役で試食をし

てまいりました。納得していただける内容になっ

ているはずですので、ポートピアホテルさんのお

食事、ご期待下さい。

　まだまだ新型コロナウイルスの感染リスクがあ

り、不安定な社会状況が続いております。世界に

目を向けてみてもウクライナ情勢などの影響によ

りとても不安定な世界情勢になっています。私た

ちライオンズクラブがこの不安定な時期を乗り越

えていくためには、皆様一人一人の協力が不可欠

です。一致団結して乗り越えていきましょう。

　来期は、節目の70周年です。70周年記念式典

は、何の制限もなく盛大に開催できることを願い

つつ、本日は、皆様と一緒にささやかながらお祝

いムードを味わうことができればと存じます。く

れぐれも感染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とさせていただきます。
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17．テール・ツイスター報告

� 副テール・ツイスター　L長手　幹雄

18．出席率報告�出席大会・友愛委員長　L大石　康二

19．閉会宣言� 会　長　L貞松　秀行

◎ ゲストの紹介

　神戸市経済観光局��観光MICE担当部長

� 末若　雅之�様

　神戸市経済観光局　観光企画課長

� 北川　哲也�様

　神戸観光局　専務理事� 中西理香子�様

　神戸観光局　常務理事� 池上　理俊�様

　ライオンズクラブ国際協会335-A地区

� 地区ガバナー　L畑山　裕子

　ライオンズクラブ国際協会335-A地区

� キャビネット幹事　L瀧川　秀樹

◎ 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．国歌「君が代」並びに「ライオンズヒム」

４．物故会員に対し黙祷� 全　　　員

５．ゲストの紹介� 幹　事　L勝田　雅昭

６．会長挨拶� 会　長　L貞松　秀行

７．神戸市副市長ご挨拶

� 神戸市副市長　L今西　正男

８．地区ガバナーご挨拶

� ライオンズクラブ国際協会
335-A地区�地区ガバナー　L畑山　裕子

９．神戸市へ有馬温泉伝統文化振興会への支援金授与

� 会　長　L貞松　秀行

　　ゲストご挨拶�神戸観光局�専務理事　中西理香子�様

10．オールドモナーク贈呈� 会　長　L貞松　秀行

　　代表ご挨拶� L佐伯　朋忠

11．長寿・慶事お祝い� 会　長　L貞松　秀行

　　代表ご挨拶� L中畑　圭治

12．第68・69期新会員ご紹介

� 会員委員長　L篠原　裕幸

13．2021～2022年LCIF献金�クラブアワード

� ライオンズクラブ国際協会
335-A地区�地区ガバナー　L畑山　裕子

14．ガイディング・ライオン認定証�授与

� ライオンズクラブ国際協会
336-A地区�地区ガバナー　L畑山　裕子

15．335複合地区第68回年次大会�委嘱状�授与

16．幹事報告� 幹　事　L勝田　雅昭

司会　幹事　L勝田　雅昭

有馬温泉伝統文化振興会への支援金授与
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◎ オールドモナーク贈呈
　50年　　L佐伯　朋忠（1971年10月入会）

　25年　　L井戸　敏三（1996年７月入会）

　15年　　L宮内　敏夫（2006年７月入会）

　　　　　L安井　博幸（2006年７月入会）

　　　　　L坂本　正道（2006年９月入会）

　　　　　L栗栖　正明（2007年３月入会）

　10年　　L松井　年孝（2011年６月入会）

　　　　　L井浪　謙祐（2011年７月入会）

　　　　　L堤　　公一（2011年７月入会）

　　　　　L加藤憲一郎（2011年７月入会）

　　　　　L西山　雅彦（2012年４月入会）

◎ 長寿・慶事お祝い 記念品贈呈
　卒寿　　L岡田　幸能

　古希　　L中野　康治

　金婚式　L中畑　圭治（昭和46年10月10日ご結婚）

◎ 第68・69期新会員ご紹介
　第68期　　L橋爪　雅史（2021年７月入会）

　第69期　　L杉本　浩康（2021年10月入会）

　　　　　　L齋藤　元彦（2022年２月入会）

◎ 2021～2022年 LCIF献金 クラブアワード
　第69期会長　L貞松　秀行

　（1000ドル以上のクラブ献金をした会長に）

◎ ガイディング・ライオン認定証 授与
　335-A地区　会則委員長　L栗栖　正明

◎ 335複合地区第68回年次大会　委嘱状　授与
　会場管理委員会委員　L貞松　秀行

　会場管理委員会委員　L勝田　雅昭

◎ 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
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◎ 幹事報告（★＝次期）

１）４/17㈰　第68回335-A地区年次大会

� 於：神戸ポートピアホテル

２）４/26㈫　第1660回例会

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

３）４/28㈭　第47回京阪神3クラブ懇親会

� 於：中之島美術館他・リーガ ロ゙イヤルホテル

４）５/６㈮　第11回理事会

� 於：ラスート神戸ハーバーランド

５）５/10㈫　第1661回例会

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）５/12㈭　★第70期準備理事会

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）５/24㈫　第1662回例会　

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

８）５/26㈭　オールデスト5クラブの集い

� 於：横浜ベイホテル東急・萬珍楼

９）５/29㈰　第68回335複合地区年次大会

� 於：神戸ポートピアホテル

10）６/６㈪　★第４回1R・1Zゾーンミーティング（新旧）

� 於：未定

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞

１）４/28㈭　第47回京阪神3クラブ懇親ゴルフ大会

� 於：茨木カントリークラブ

◎ 出席率報告　第1658回（3/22）
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

66 1 2 25 94

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　0円　0件� 累計　943,000円

※ファイン　0円� 累計　 31,505円

アクティビティ 献　　血　　活　　動
2022年３月22日（火）23日（水）　兵庫県警察学校

　３月22日（火）23日（水）、兵庫県警察学校において献血活
動を行いました。
　毎年冬の開催は本来なら１月に行っていましたが、今期
は新型コロナウィルスの影響で、２月25日（金）に行われる
予定でした。ただ、警察学校内で複数人の新型コロナウィ
ルスの感染者が出たことで更に延期されての開催でした。
　今回の献血活動には、Ｌ貞松、Ｌ小山、Ｌ宮城、Ｌ西島、
Ｌ長手、Ｌ柴田、Ｌ井坂、Ｌ森（達）、Ｌ勝田の９名が参加して、献血の受付を行いました。
　当日は、前日までの暖かい春の陽気から、一転気温が下がり寒いなかでの活動でしたが、多くの生徒
さんと指導員の方に献血に協力して頂きました。献血して下さった全員の方には、当クラブから記念品
としてカップ麺を進呈しました。

⃝献血実績　献血受付者数：165人
　　　　　　献血者数：129人
　　　　　　確保量：51600（400ml献血）
　なお、こちらのアクティビティは、67期に
神戸サンライオンズクラブから引き継いで３
年目の活動になります。今期も無事に夏冬年
２回の献血活動を行うことができ、安堵して
おります。
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１．開 宴 挨 拶� 第一副会長　L中野　康治

２．乾　　　杯

� 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

＜会　　食＞

～～～　有馬芸妓　踊り等　～～～

３．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岡村　武和

４．「また会う日まで」斉唱� 全　　員

５．閉 宴 挨 拶� 第二副会長　L加藤憲一郎

６．ご来賓退場

★ CN69周年記念例会 晩餐会★
2022年4月12日火［19:00～20:30］
神戸ポートピアホテル「偕楽の間」

21



アクティビティ 1R・全神戸ライオンズクラブ合同クリーン作戦
2022年４月３日（日）　須 磨 海 岸

　４月３日（日）10時より須磨海岸で行われた「須磨海岸クリーン作戦」に参加しました。
こちらは、1R・1Zが主体となり2Z・3Zの協力を得て神戸市内のライオンズクラブ合同
でのアクティビティでした。
　当日は、時折、小雨が降るあいにくの天気でしたが、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加藤、L杉本、L勝田に加え
てL加藤の御子息、L杉本の奥様の総勢７名が参加しました。
　須磨海岸に100名を超える神戸市内の各ライオンズクラブメンバー及びその家族の方が集合し、1R・1Z 
ゾーン・チェアパーソンL大井敏弘、第１副地区ガバナーL浜原正豊及び神戸市須磨区の御担当者の挨拶の
あと、参加者が横帯に広がって須磨海岸の東側から西側へ清掃活動を行いました。
　須磨海岸は、ペットボトルや缶などもなく、一見あまりゴミが落ちていないようでした。それでもたば
この吸い殻などの細かいゴミはあり、参加者でしっかりとゴミを拾うことができ、とても気持ちの良いア
クティビティでした。
　今期は新型コロナウィルスの影響で実施されていませんが、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、また、1R・1Zでも今期以降もクリーン作戦を開催していくことが検討さ
れていますので、会員の皆様も是非参加して下さい。

日本の最古泉・有馬温泉に兵庫県内で唯一残った芸妓文化。
その昔、湯女（ゆな）として生まれ、踊り、長唄、小唄、
お雛子など数々の伝統芸を伝承しながら、今もなお歴史を
刻み続けておられます。
神戸市による、神戸歴史遺産制度でも「湯女を起源とする
有馬芸妓文化」として認定されています。

～～ 有馬芸妓 ～～
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　おめでとうございます。
心からお祝い申し上げたい
と思います。
　また、この日もコロナ禍
においてのクラブ運営とな
りましたので、貞松会長を
はじめ役員の皆様方は大変
なご苦労をされてクラブ運
営に努めていただいており
ますこと、心から感謝を申
し上げたいと思います。
　貞松会長のお話しにもあ
りましたように、コロナへ
の対応が足掛け３年を迎えるという状況になりま
した。もういいかげん終息してほしいというの
が、私も含め皆様方の正直な感想ではないかと
思っています。
　本日の神戸市内の感染者数は763名で、第６波
の感染者のピークは２月３日の2351名でしたの
で、だいぶ減っているという状況にあります。去
年のチャーターナイト（CN）のときを思い出して
いただくと、早くワクチンを打ちたい、いつ打て
るのかという状況だったかと思います。あのとき
に過去最高の患者数が発生しました。そのときの
患者数が153名でしたので、去年に比べると５倍
の水準という状況になっています。
　第６波はものすごく患者が増えまして、第６波
の患者数の合計は現在、神戸市内で82,000人です。
第１波から第５波の患者数の合計は27,500人で、
第１波から第５波の３倍の患者が第６波だけで発
生したという状況になっています。
　一方で重症化する方は少ないということです
が、少ないといっても第１波から第５波と同じく
らい重症者が発生しています。割合としてはグッ
と減っているという状態になっています。一方
で、患者数が多いですから後遺症に悩まれる方が
増えているという状況にもなっています。なかな
か手ごわいという状況になっています。
　貞松会長から変異株のお話がありましたが、
「BA.2」と呼ばれるオミクロン亜種の患者が４月

の頭で約60％となっており
まして、４月から５月で全
部BA.2に置き換わるだろ
うと言われています。その
関係で実は３月末からまた
患者が少し増えてきてお
り、少し心配な状況も出て
きています。第７波ではな
いかという専門家の方も増
えてきているという状況に
なっています。
　昨日「XE」という変異株
が出ました。これも感染力

が強いということがありますので、心配な様相は
あります。それを考えると早く終息してほしいと
いう状況ですが、もうしばらくは感染の波、ウィ
ズコロナみたいな状況は覚悟しなければいけない
のではないか。これが今の状況ではないかと思っ
ています。ただ、今年中には落ち着くのではない
かという期待もあるという状況です。
　コロナは必ず終息しますので、コロナが終息し
たときに神戸の発展を見据えてまちづくりをやら
なければいけないということで、そういった取り
組みは今、着実にやらせていただいているという
状況になっています。
　３月末に新聞紙上でもご覧いただいたかもしれ
ませんがJR三ノ宮駅ビルのパースを発表させて
いただきました。160mのビルになり、商業とオ
フィス、ホテルが入るということも発表させてい
ただきましたし、今、ウォーターフロントでもい
ろんな開発を進めています。東遊園地でも安藤忠
雄さんの「こども本の森神戸」が完成したという
状況でございます。
　そして、今年はいよいよ三思後行で神戸の国際
化が、これは井戸前知事も大変お世話になりまし
たが、いよいよ進むような時期がやってくるので
はないかと思っているところでございます。
　４月の頭に岸田総理、萩生田経済産業大臣、斉
藤国土交通大臣が立て続けに神戸にお越しになら
れました。何を見たかったかというと、神戸空港

来　賓　祝　辞

神戸市副市長
L今西�正男

23



島で進んでいる水素の実証実験の施設をご覧にな
られました。国家プロジェクトで進んでいます。
これは地球環境、温暖化対策の日本としての切り
札になるということで、3,000億円のプロジェク
トが進んでいます。国も2,200億円を投下するとい
うプロジェクトが神戸の中で進んでいる。そうい
う状況にもなっています。
　それ以外にも様々なプロジェクトを神戸で進め
ております。コロナが終息したときには、市長が
言っております「見違えるまち」になるように着
実に取り組みを進めてまいりたいと考えておりま
すので、神戸（ホスト）ライオンズクラブの皆様
方にも、ぜひともご支援、ご協力を賜りたいと
思っております。
　貞松会長からありましたウクライナの話でいき

ますと、現在、神戸に５世帯８人の方に来ていた
だいています。まだ問い合わせをいただいている
状況なので、今後もご希望があれば積極的に受け
入れていきたいと思っています。かなり長く滞在
していただかないと、なかなか国に帰れないとい
う状況になっていますので、就労や就学の支援で
実は明日からまた寄付を集めさせていただきたい
と思っておりますので、皆さん方、できましたら、
そういった面でもご協力をいただければ大変あり
がたく思います。
　最後になりますが、神戸（ホスト）ライオンズ
クラブが今後もますます発展すること、そして本
日ご臨席の皆様方のご健勝を祈念して、私からの
お祝いのご挨拶とさせていただきます。
　本日は誠におめでとうございます。

　あらためまして、皆様、
こんばんは。CN69周年記
念例会の開催、おめでとう
ございます。お招きいただ
きましてうれしく思います。
　さて、神戸（ホスト）ラ
イオンズクラブと聞いて
パッと思い描くのは、日本
で３番目に結成されたクラ
ブであり、335複合地区の
トップクラブだということ
です。神戸（ホスト）ライ
オンズクラブから全国のラ
イオンズクラブが誕生し、またアジアの国々のラ
イオンズクラブにも広がり、交流があると伺って
おります。
　また、335-A地区年次大会で地区に功績のあっ
た方に送られる「岡部五峰賞」を創設されたL岡
部五峰や、全国で歌われている「ライオンズヒ
ム」、今日も歌われましたが、「ライオンズヒム」
「また会う日まで」、そして「ライオンと呼ばれる
人」の翻訳を手掛けたL葛野作太郎、国際理事の
L土橋など、お名前を挙げれば話が終わらないほ

ど、素晴らしい先達を輩出
されたクラブでございます。
　335-A地区はもちろんの
こと、全国で活躍いただき、
日本のライオンズが今日あ
るのは神戸（ホスト）ライ
オンズクラブの貢献が大き
いといっても過言ではない
と確信しております。
　話は変わりますが、今期
L栗栖正明に地区会則委員
長、そしてL森川に会則委
員を務めていただいており

ます。会則委員会において、ロバート議事規則概要、
ライオンズクラブ情報誌を発刊していただきまし
た。このような立派な冊子が出来上がりました。
地区内だけでなく、広く全国のライオンズクラブ
にもお届けできました。深く感謝申し上げます。
　また、L瀬川には、今期、新たに設置したデジ
タル化推進委員の副委員長として活躍していただ
きました。ありがとうございました。
　L堤には地区GS委員会で活躍されて、ありがと
うございました。

来　賓　祝　辞

ライオンズクラブ国際協会335-A地区
地区ガバナー　L畑山�裕子
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　皆様こんばんは。神戸観
光局の専務理事をしており
ます中西と申します。本日
は、神戸（ホスト）ライオン
ズクラブCN69周年記念の例
会にお招きいただきまして
誠にありがとうございます。
　先ほどのお話を伺いまし
たら、こちらのクラブは日
本で３番目に古い非常に歴
史と伝統のあるクラブだと
伺いまして、このように格
式の高いところでご挨拶をさせていただくのは、
大変、今、緊張しておりますので、つたないご挨
拶になりますが、お許しいただければありがたく
存じます。
　このたびは、長い歴史をお持ちの中で、先ほど
貞松会長からもありましたが、コロナ禍の中でも
何とか活動を続けていこうとご努力をされている
ことに、心より敬意と感謝の言葉を申し上げたい
と存じます。
　また、このたびは有馬の芸妓に対しまして多大
なご寄付を賜りました。本当にありがたく、うれ
しく存じております。
　有馬温泉には昔より長い歴史を持つ「有馬芸妓」
という伝統がございます。芸妓の文化が残ってい
る温泉地は、全国の中でも知られている数は多く
ないという状況ですが、有馬温泉にはその伝統文
化がまだ残っています。それをしっかりと残し、継
承・普及していくという取り組みが、ようやく最
近、活発になってまいりまして、令和２年11月には
「有馬伝統文化振興会」という支援を行う団体が、

地域の皆様を中心に設立さ
れたところでございます。
　また、神戸市におきまし
ても、湯女を起源とする有
馬芸妓文化を神戸の歴史遺
産に認定しまして、ふるさ
と納税などを活用して、わ
ずかではございますが、活
動のご支援をさせていただ
いているところでございま
す。そういうときに今回多
大なご寄付をいただいたの

は、本当に金銭的にも助かりますし、また心とし
ても、皆さんに応援していただいているという点
で本当にありがたいと存じております。
　芸妓さんも今は大変ご苦労をされています。コ
ロナの影響で宴会がなくなっておりまして、本
来のお仕事をする機会が減っておりますが、彼
女たちは彼女たちなりに、SNSを使ったり、
YouTubeを使ったり、これまでの前例にとらわれ
ない形で、新しい挑戦をすることで自分たちの伝
統を残そうと一生懸命に活動されております。そ
の姿を見ると、いつも頭の下がる思いがしており
ます。これからも一生懸命な活動が続くようにお
手伝いをしていきたいと思いますので、引き続き
皆様の温かい気持ちをお寄せいただけたら幸いに
思います。
　最後になりますが、神戸（ホスト）ライオンズ
クラブのご発展と、貞松会長はじめ皆様方のご健
勝を心よりお祈り申し上げまして、本日のご挨拶
とさせていただきます。
　本日は本当にどうもありがとうございました。

　神戸（ホスト）ライオンズクラブのL森本、L岡
村元地区ガバナー名誉顧問、そして、L貞松会長
をはじめ会員の皆様には今期ご支援、ご協力を賜
り、大変お世話になりました。心より感謝申し上
げます。

　最後になりますが、来期にはコロナも収まり、
CN70周年が盛大に開催されますことを祈念申し
上げ挨拶に代えさせていただきます。
　本日は誠におめでとうございます。そしてあり
がとうございました。

★ ゲストスピーチ ★

神戸市観光局専務理事
中西�理香子
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　佐伯でございます。
皆さん、こんばんは。
本日は、こんな時期
でありますのに、ガ
バナーはじめゲスト
の方々にご出席いた
だいて、CN69周年
の記念例会を盛り上
げていただきますこ

と、感謝する次第でございます。皆様方を代表し
て挨拶せよということでございますが、どうもあ
りがとうございます。
　これで終わっては愛想がないので、50年前のこ
とをしゃべりたいと思っています。当時は神戸ラ
イオンズクラブでしたので、29歳で入らせていた
だきまして今年で50年になります。
　当時のライオンズは華やかなりし頃で、なかな
か入会できなくて、会員が厳選された時代でし
た。特に神戸ライオンズクラブは名門でありまし
たので少しの人しか入れない。私が入会した順番
は百十何番でした。当時は120人を定員にしよう
という話がありました。意思の疎通、親睦、たく
さん入りすぎると具合が悪いということでした
が、今から考えると夢のような時代でした。
　そんなときに、そうそうたるメンバーの中に29
歳の私を入れていただいて、ついていけるかと

思っていました。入会当時に言われたのは、「例会
にはできるだけ出席してください。もし欠席など
があったらメーキャップをしてください」という
ことで、50年の間で１回だけメーキャップに失敗
しましたが、あとは全部出席となっています。そ
んなことを覚えていますが、例会以外にマージャ
ンやゴルフ、あるいは三宮にお誘いいただいたり
して、皆さんに溶け込むことができたと思ってい
ます。
　今は、若い人たちのおかげで若いメンバーが増
えて、平均年齢も下がって大変うれしいことだと
思っています。皆様方、新しいメンバーの方、例
会や趣味の世界で親睦を図ってライオンの精神を
養っていただきたいと思っています。
　この２月10日で80歳になりました。毎日、薬を
飲んだり医者に通ったりして、なかなか思うよう
な生活はできませんが、できるだけ皆様方の邪魔
にならないようについていきたいと思っておりま
すので、どうぞお見捨てなく、よろしくお願いし
たいと思っております。
　最後になりましたが、ここにお集まりの皆様方
のご多幸、ご健康と神戸（ホスト）ライオンズク
ラブのますますの発展を祈念申し上げまして、ご
挨拶に代えさせていただきます。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 L 佐 伯  朋 忠

第2副会長　加藤  憲一郎

　本日は、お忙しい中、ゲストの皆様をはじめ、
畑山ガバナー、そしてメンバーの皆様、たくさん
の方にお集まりいただき誠にありがとうございます。
　新型コロナウイルスの影響で「延期」「中止」
「お酒なし」「会食なし」と、なかなか正常に
チャーターナイトが開催できませんでしたが、本
日は晩さん会まで、無事に開催する事が出来ました。
　例会すらまともに開催できない状況が続きまし
たので、本日こうして直接みなさまにお会いでき
た事がいかに重要なのかいかに大切なのかを痛感
いたしました。何より、みなさまにお会いでき、
本当にうれしかったです。

　来期、神戸ホストライオンズクラブは70周年の
節目を迎えます。
　来期こそはゲストもたくさんお呼びして盛大に
開催できるように願っております。
　最後になりましたが、本日ご参加いただきまし
た皆さまの健康とご多幸、来期神戸ホストライオ
ンズクラブのチャターナイトが最大に開催されま
す事を祈念いたしまして、閉会の挨拶にかえさせ
ていただきます。
　本日は、お集まり頂きまして、誠にありがとう
ございました。

閉宴挨拶
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2022年4月26日火/神戸メリケンパークオリエンタルホテル

第69期 第1660回 例会【4月第二例会】

◎ 審議事項
１�）神戸製鋼ラグビー部�観戦チケットの協力支
援について
２）須磨海岸「地引き網」イベントの支援について
３）L平井英夫の再入会について
４）クラブ会費の未納者について（中川様）
５）次期地区委員会（委員）の推薦について

◎ ライオン・ライオンレディー誕生祝
＜4月度ライオン誕生祝＞
　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祝＞
　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

◎ 委員会報告
＜奉仕委員会＞
１）3/22～23　兵庫県警察学校にて献血活動を実施
　献血者数 400ml×129名　合計確保量 51,600ml
２）４/11㈪　神戸中央郵便局にて献血活動を実施
　献血者数 400ml×20名　合計確保量 8,000ml
３）４/14㈭　三菱電機神戸製作所にて献血活動を実施
　献血者数 200ml×3名　400ml×109名
　合計確保量 44,200ml

◎ 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
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� 会員副委員長　L森　　大介
　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
� 会員副委員長　L森　　大介
６．審議事項� 会　長　L貞松　秀行
７．4月度ライオン・ライオンレディ誕生祝
� 出席大会・友愛委員長　L大石　康二

＜会食＞
８．T.T.タイム� テール・ツイスター　L西島　大輔
９．委員会報告� 各委員長
10．幹事報告� 幹　事　L勝田　雅昭
11．テール・ツイスター報告
� テール・ツイスター　L西島　大輔
12．出席率報告�出席大会・友愛委員長　L大石　康二
13．「また会う日まで」斉唱
14．開会宣言� 会　長　L貞松　秀行

◎ 新会員経歴紹介
藤村 慎也（ふじむら�しんや）
スポンサー：L井坂　孝一
生 年 月 日：昭和62年１月４日
自　　　宅：大阪府豊中市東豊中町6-10-33-1
勤　務　先：弁護士法人�親和法律事務所　弁護士
　　　　　大阪市北区西天満1-7-20�JIN・ORビル3階
電　　　話：06-6363-6377
趣　　　味：ゴルフ・野球・ソフトボール

司会　L.T.　Ｌ宮城　良太
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◎ 幹事報告（★＝次期）
１）４/28㈭　第47回京阪神3クラブ懇親会
� 於：中之島美術館他・リーガ ロ゙イヤルホテル

２）５/６㈮　第11回理事会
� 於：ラスート神戸ハーバーランド

３）５/10㈫　第1661回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

４）５/12㈭　★第70期準備理事会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）５/24㈫　第1662回例会　
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）５/24㈫　「友愛の集い」
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

７）５/26㈭　オールデスト5クラブの集い
� 於：横浜ベイホテル東急・萬珍楼

８）５/29㈰　第68回335複合地区年次大会
� 於：神戸ポートピアホテル

９）６/３㈮　�★3LC（ホスト・イースト・ウエスト）
現次期会長幹事会

 於：萬壽殿

10）６/６㈪　★第４回1R・1Zゾーンミーティング（新旧）
� 於：未定

11）６/９㈮　第12回理事会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

12）６/14㈫　第1663回例会
� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

13）６/16㈭　�★現次期役員理事・委員長・副委員
長懇親会

� 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

14）６/28㈫　第1664回年次総括例会
� 於：神戸ポートピアホテル

◎ 同好会のお知らせ
＜ゴルフ＞
１）４/28㈭　第47回京阪神3クラブ懇親ゴルフ大会
� 於：茨木カントリークラブ

◎ 出席率報告　第1659回（4/12）
正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

66 1 2 26 95

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率

48 72 3 76

◎ テール・ツイスター報告

　皆さん、こんにちは。今日
はあまり天気がよくないので
すが、ここ最近、気温が一気
に上昇しまして春を飛び越し
て夏が来るのではないかと思
うくらいの暑さになっており
ますが、いかがお過ごしで
しょうか。
　長い自粛期間の影響によっ
て、今日の神戸メリケンパー

クオリエンタルホテルでの例
会の開催ですが、今年初とい
うことになります。こんなに
間隔が開いてしまったとは
思っていなかったのですが、
今年初めてということになり
ます。
　先日開催されましたチャー
ターナイト（CN）ですが、た
くさんの方々にご出席してい

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行

ドネーション
L岡田幸能　卒寿お祝いでドネーショ
ンします

100,000円

L井坂孝一　本日はL藤村を心よくお迎
え頂き有難うございました

10,000円

合 　 　 計　　 110,000円
フ ァ イ ン　　 4,100円
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　皆様、はじめまして。藤村慎也と申します。よ

ろしくお願いします。

　本日は、歴史と伝統のある神戸ライオンズクラ

ブに快くお迎えいただきまして誠にありがとうご

ざいます。

　生まれと育ちは香川県でして、香川県の中でも、

以前は香川県香川郡香川町という「香川」が３つ

続く「香川県へその緒」と呼ばれているところの

出身でございます。先ほど住所は箕面市とご紹介

いただきましたが、ちょうど今日、引っ越しをし

まして、同じ大阪府内ではありますが、移転をす

ることになりました。

　普段は、弁護士という職業上、神戸、兵庫には

裁判所によくまいっております。また、休みの日

には、釣り場も非常に多いので釣りに行ったり、

甲子園の観戦に来ております。

　まだまだ未熟者でございますが、ライオンズク

ラブにおいて楽しく勉強させていただきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

❖❖❖ 新会員挨拶 ❖❖❖

ただきまして盛り上がることができました。３年
ぶりの夜開催のＣＮということもありまして、段
取りを忘れていたりしてギリギリまでバタバタし
てしまったのですが、何とか無事に終えることが
できました。ご協力のほど誠にありがとうござい
ました。また、二次会、三次会にご参加してくだ
さった会員の方々、ご苦労さまでございました。
ありがとうございます。
来期は何の制限もなく70周年の記念式典を迎えら
れることを願っております。
　新型コロナの状況ですが、現在は落ち着いてい
る状態のようです。ただ、東京も下がってきてい
るというデータが昨日、出ていましたが、まだま
だ油断できませんので、引き続き感染対策を怠ら
ずにお過ごしくださいますようお願いいたします。
　直近のライオンズ活動ですが、私と幹事のＬ勝
田とここ１～２か月、各クラブの周年行事に参加
してまいりました。私は東京ライオンズクラブに
参加させていただきました。それと神戸あじさい
ライオンズクラブさんの周年と神戸北野ライオン

ズクラブ、そして宝塚ライオンズクラブの周年に
参加してまいりました。
　どのクラブもそれぞれ個性を前面に出されて、
普通のクラブとはまた違った雰囲気の式典をされ
ていました。来期、当クラブは70周年を迎えます
が、その参考になるのではないかと思っていま
す。したがって、当日いただいた資料や写真も
撮っておりますので、70周年式典の委員の方々に
参考にしていただければと思っております。
　今週末からゴールデンウィークがスタートしま
す。いろんな場所にお出かけになられる方もおら
れると思いますが、くれぐれも気をつけてお過ご
しください。
　それでは、本日ご欠席されている方のコメント
を発表させていただきます。
　「勤務先の役員会議と重なり、残念ですが出席
できません。皆様によろしくお伝えくださいませ」。
Ｌ増田よりいただいております。
　以上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。
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　お久しぶりです。テール・ツイスターの西島です。

それではTTタイムを始めさせていただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。

兵庫県は世界一の日本酒の産地で「灘

五郷」は皆さんご存じだと思います。

お酒は好きですか。「西郷」「御影郷」「魚崎郷」「西

宮郷」「今津郷」の5つの酒造地を総称して灘五郷

と呼ばれています。灘五郷にはいったい何軒の酒

蔵があるでしょうか。

　１．24軒

　２．26軒

　３．28軒

正解　２番の26軒です。西郷は金杯さんと沢の鶴

さんの２社。御影郷は白鶴さんと菊正宗さんをは

じめとする８社。魚崎郷は

櫻正宗さんをはじめとする

４社。西宮郷は日本盛をは

じめとする10社。今津郷は

大関さんと扇正宗の２社。

合計26社でございます。

T.T.TIME T.T.  L 西島 大輔テール・ツイスター・タイム

フランク・ロイド・ライトは近代建築

の三大巨匠の一人とされています。

もう一人はル・コルビュジェ、あと一人は次のう

ち誰でしょうか。

　１．ミース・ファン・デル・ローエ

　２．アントニ・ガウディ

　３．丹下健三

正解　１番のミース・ファン・デル・ローエです。

バルセロナチェアやファンズワース邸などがござ

いますが、バルセロナチェアは建築に興味のない

方でも見たことがあると思います。

西宮市には甲子園をはじめ「園」が付

く地名が多くあります。それを総称し

て何と呼ぶでしょうか。灘五郷にちなんで西宮五

園、西宮市のマークでもある六芒星を意識した西

宮六園、ラッキーセブン西宮七園。

　１．西宮五園

　２．西宮六園

　３．西宮七園

正解　３番の西宮七園です。甲子園、昭和園、甲

風園、甲東園、甲陽園、苦楽園、香櫨園、いずれも

大正から昭和初期にかけて交通・環境とも恵まれ

た場所に開発されました。財界人や文化人の邸宅

が多く建ち並ぶ閑静な高級邸宅街の代名詞となっ

ており、阪神間モダニズム文化圏を代表するブラ

ンド住宅街を形成しています。

　本日のTTタイムはこれで終了となります。

ありがとうございました。

Q1.

Q2.

Q3.
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　69期もいよいよ終盤となり
ました。
　長期間にわたり書面例会が

続いておりましたが、ようやく会員が顔を合わせる
機会が増えてきたと実感する最近です。

　それに伴い、この会報誌も後半は紙面が賑やかに
なったように感じます。
　また書面例会に戻ることがないように願いつつ、
会員の皆様の友愛を深めていきましょう。
 （L三宅　直 記）

編 集 後 記

第69期 ❖ 第10回 理事会議事録 ❖

開催日時：2022年４月７日㈭　18：00～
開催場所：神戸ポートピアホテル
出 席 者：L貞松� L榎本� L加藤� L栗栖
� L小山� L堤� L主森� L長手
� L中野� L西島� L松田� L宮城
� L三宅� 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17名出席により会則第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主森尊之

Ⅳ．審議事項
１）第９回理事会議事録について� 承認

２）第69期３月度残高試算表について� 承認

３）CN69周年記念例会予算について� 承認

４�）神戸製鋼ラグビー部　観戦チケットの協力支
援について� 承認

　�上限75,000円で観戦チケットの協力支援を行
い、70期のアクティビティに協力頂く兵庫県ラ
グビースクールのスクール生に提供する。ただ
し、今期は、企業の営利活動にあたる側面もあ
るため、事業費ではなく運営費の雑費として処
理する。

５）須磨海岸「地引き網」イベントの支援について
� 承認

　�前期支援予定額（新型コロナの影響で未実施）
と同額の3口30,000円を支援する。
６�）入会者２名について　藤村様（新規）、平井様
（再入会）� 承認

７）クラブ会費の未納者について（中川氏）� 承認

　未収入金については、損金処理とする。
８）次期地区委員会（委員）の推薦について� 承認

　�L鵜丹谷剛をクラブより推薦することとした。
加えて、クラブ会員全員に告知を行い、希望者
を募ることとした。

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。
　ウクライナ侵攻による避難民・難民支援として、
会員数（正会員・終身A・終身B・賛助会員）×
1,000円＝87,000円を寄付したことが報告された。

Ⅵ．次回開催日
　日時：2022年５月６日㈮　18：00～
� 於：ラスィート神戸ハーバーランド

Ⅶ．閉会挨拶
　上記の通り審議事項を了承し、第69期第10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　主森尊之
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　先日、第47回京阪神３クラブ合同懇親会に参加させていただきました。新型コロナウイルスの影響で

過去２年延期となっておりましたので念願叶っての開催で、また、当日は前日の天候とは打って変わって

快晴となり、翌日も雨予報でしたので観光・ゴルフ共に参加者にとって楽しい時間が過ごせたのではない

かと思います。

　私は観光組に参加させていただきました。神戸からは6名の参加があり大阪LC、京都LCを含め18名が

バスに乗り、「こども本の森�中之島」と「大阪中之島美術館」へ向かいました。

　「こども本の森�中之島」は子供たちに無限の創造力や好奇心を育んでほしいという願いから建築家の

安藤忠雄氏の設計のもと建てられた図書館であり、中に入るとデザイン性が溢れた図書館で、さすが！と

思わせる建物でした。置かれていた本も絵本から図鑑、少し専門性がある本まで揃えられており、大人で

も楽しめる図書館でした。

第47回 京阪神3クラブ合同懇親会 懇親会

32



　「大阪中之島美術館」は今年２月に開館した美術館で、開館記念特別展のモディリアーニ展を見学いた

しました。肖像画で世界的に有名な画家の展示会であり、国内外から数多くの作品が揃えられており、

中には世界初公開の肖像画もあり、普

段とは違う芸術の雰囲気を堪能いたし

ました。

　夜にはリーガロイヤルホテルへ場所

を移動し懇親会が行われました。テー

ブルでご一緒させていただいた各クラ

ブのメンバーとも楽しく歓談を行いま

した。会の中盤に発表されたゴルフの

結果では、個人戦、団体戦ともに大阪

LCが受賞され、神戸としては少し残念

な結果でした。� （田中 宏昌）

懇親会風景

モディリアーニ展
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★1位…大阪ライオンズクラブ 372.4

★2位…京都ライオンズクラブ 386.2

★3位…神戸（ホスト）ライオンズクラブ 390.2

　３年ぶりに京阪神３ライオンズクラブ懇親ゴルフ大会が、茨木カンツリー倶楽部で開催されました。
急遽L小山が不参加となり、当クラブのゴルフ参加者は５名となりました。
　当日は、雨天が続いた４月下旬、唯一好天に恵まれた日にあたり、素晴らしい天気のなか総勢23名の
メンバーが懇親を深めながらゴルフを楽しむことが出来ました。
　成績の発表は、リーガロイヤルホテルで開催された懇親会の席上で行われ、団体戦は大阪ライオンズ
クラブが優勝となりました。当クラブは残念ながら３位となりました。当然、個人戦でも、当クラブの
メンバーは上位に入賞できず、悔しい結果となりました。
　なお、個人戦の優勝は大阪LCのL植田文一でした。
　来期は当クラブが当番となっており、六甲国際ゴルフ倶楽部にて開催を予定しております。ぜひ皆さん
も参加して、大阪LC、京都LCのメンバーの方と交流を深めて頂きたいと思います。� （幹事：勝田 雅昭）

団体戦成績（各クラブ上位5名のNET合計）

ゴルフ 第47回 京阪神3クラブ合同ゴルフ懇親会
2022年4月28日（木）　茨木カンツリー倶楽部
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3クラブ合同ゴルフ懇親会 成績表
【団体戦】
各クラブ上位者5名のNET合計

神戸（ホスト）ライオンズクラブ
氏名 OUT IN Gross HDCP Net 上位○

岡村　武和 51 57 108 30.0 78.0 ○

中野　康治 50 51 101 19.2 81.8 ○

勝田　雅昭 51 56 107 31.2 75.8 ○

森　　大介 55 53 108 32.4 75.6 ○

永川　智康 54 49 103 24.0 79.0 ○

団体３位 390.2

京都ライオンズクラブ
氏名 OUT IN Gross HDCP Net 上位○

遠藤　弘一 56 53 109 32.4 76.6 ○

近藤　宜晃 49 46 95 18.0 77.0 ○

島田　理史 63 62 125 36.0 89.0

松尾　隆正 50 46 96 19.2 76.8 ○

河合　守一 55 61 116 36.0 80.0

林　　晃生 49 47 96 18.0 78.0 ○

藤澤　欣也 49 48 97 19.2 77.8 ○

若林　正博 51 45 96 18.0 78.0

団体２位 386.2

大阪ライオンズクラブ
氏名 OUT IN Gross HDCP Net 上位○

香川　憲次 50 54 104 28.8 75.2 ○

西村　典雄 56 52 108 26.4 81.6

植田　文一 47 46 93 19.2 73.8 ○

岩瀬　史明 49 48 97 22.8 74.2 ○

村野　譲二 50 51 101 26.4 74.6 ○

田積　　司 46 52 98 21.6 76.4

森　　一郎 46 46 92 15.6 76.4

城坂千太郎 45 47 92 16.8 75.2

石橋　達也 49 46 95 20.4 74.6 ○

団体優勝 372.4

【個人戦】
同ネットの場合はGross上位順→年齢順

順位 氏名 OUT IN Gross HDCP Net

優勝 植田　文一 47 46 93 19.2 73.8

準優勝 岩瀬　史明 49 48 97 22.8 74.2

３位 村野　譲二 50 51 101 26.4 74.6

４位 石橋　達也 49 46 95 20.4 74.6

５位 香川　憲次 50 54 104 28.8 75.2

６位 城坂千太郎 45 47 92 16.8 75.2

７位 森　　大介 55 53 108 32.4 75.6

８位 勝田　雅昭 51 56 107 31.2 75.8

９位 田積　　司 46 52 98 21.6 76.4

10位 森　　一郎 46 46 92 15.6 76.4

11位 遠藤　弘一 56 53 109 32.4 76.6

12位 松尾　隆正 50 46 96 19.2 76.8

13位 近藤　宜晃 49 46 95 18.0 77.0

14位 藤澤　欣也 49 48 97 19.2 77.8

15位 若林　正博 51 45 96 18.0 78.0

16位 岡村　武和 51 57 108 30.0 78.0

17位 林　　晃生 49 47 96 18.0 78.0

18位 永川　智康 54 49 103 24.0 79.0

19位 河合　守一 55 61 116 36.0 80.0

20位 西村　典雄 56 52 108 26.4 81.6

21位 中野　康治 50 51 101 19.2 81.8

22位 島田　理史 63 62 125 36.0 89.0

ニアピン賞（OUTスタート①） 島田　理史

ニアピン賞（OUTスタート②） 植田　文一

ニアピン賞（INスタート①） 石橋　達也

ニアピン賞（INスタート②） 石橋　達也

ドラコン賞（OUTスタート） 城坂千太郎

ドラコン賞（INスタート） 村野　譲二

ベストグロス賞 城坂千太郎
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