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2022年5月10日火/神戸メリケンパークオリエンタルホテル

第69期 第1661回 例会【5月第一例会】

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	 全　　　員
14．閉会宣言	 会　長　L貞松　秀行

◎ 審議事項
１）CN69周年記念例会　決算報告
２）次期地区役員の出向について
　	L森本　L岡村　L栗栖　L森川　L鵜丹谷　5名
が出向する。
３）335複合年次大会代議員について
　	9名（L貞松　L中野　L加藤　L勝田　L小山　
L宮城　L西島　L主森　L沼田）

◎ 第68回地区年次大会 アワード 授与
　岡部五峰賞（在籍50年）	 L佐伯　朋忠

◎ 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	 全　　　員
３．会長挨拶	 会　長　L貞松　秀行
５．審議事項	 会　長　L貞松　秀行
６．第68回地区年次大会アワード授与
	 会　長　L貞松　秀行
７．５月度ライオン・ライオンレディー誕生祝
	 出席大会・友愛委員長　L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

司会　L.T.　L宮城　良太
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２）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

３）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

４）　〃　「友愛の集い」
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）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

６）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

７）６/６㈪　第４回ゾーンミーティング
	 於：未定

８）６/７㈫
　★次期地区準備会議・三役研修会・ガバナー壮行会等
	 於：神戸ポートピアホテル

９）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

10）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

11）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

12）６/17㈮　★現次期合同事務局幹事会
	 於：合同事務局

13）６/28㈫　第1664回年次総括例会
	 於：神戸ポートピアホテル

◎ 出席率報告　第1660回（4/26）

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション 10,000円　1件	 累計 1,053,000円
※ファイン 　 　4,100円	 累計 　35,605円

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

67 1 2 26 96

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率

29 43 10 57

　国際会長感謝状	 L栗栖　正明
　GAT感謝状	 L森川　　拓

◎ 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大塚みのり
　26日　LL青松　郁子

◎ 幹事報告（★＝次期）
１）５/11㈬
　★次期地区キャビネット事務局開設祭（５名）
	 於：神戸ポートピアホテル
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　皆さん、こんにちは。本日

は晴天に恵まれて気持ちのい

い日となっております。５月

に入りゴールデンウィークも

終わりました。３年ぶりに

何の制約もないゴールデン

ウィークを迎えることができ

ましたが、そのためか、どこ

に行っても人がいっぱいで、

どこに行っても車が混んでいるという状態だった

のではないでしょうか。

　偶然、滋賀に出かけていたのですが、自宅から

滋賀に行くのに草津を抜けて４時間かかってしま

いました。おそらく皆さんも、遠出をされた方は

しんどい思いをされた方も多かったのではないか

と思っています。

　また、ゴールデンウィークによって急激に人が

外出したこともありまして、新型コロナウイルス

感染者数が急激に急増しているようですので、３

回目のワクチンを接種された方も油断されません

ようご注意ください。

　また、海外の方に目を向けてみますと、いまだ

ロシアによるウクライナ侵攻が続いており、終結を迎

える兆しが全く見えていない状態です。テレビや

新聞で報道されている中には、年内は確実に続く

のではないかとも言われています。１日も早く終

結してほしい。それと、１日でも早くウクライナ

が復興に向かって進めることを願っております。

　さて、ライオンズ活動ですが、４月28日に「京

阪神３クラブ合同懇親会」に出席してまいりまし

た。昼間はゴルフと観光に分かれて、夜は大阪の

リーガロイヤルホテルで会食がありました。こち

らも３年ぶりの開催となりまして当クラブからも

大勢の方が参加してくださいました。

　また、大阪ライオンズクラ

ブは昨年ですか、合併された

ようで、会員数が増加してお

りまして、活気のあるクラブ

になっておりました。京都ラ

イオンズクラブさんも通常ど

おり、変わらず、会員数を維

持されているとおっしゃって

いました。

　今回あらためて３年ぶりに参加させていただい

て気づいたのですが、他クラブとの交流を欠かせ

てはいけないのだとつくづく感じました。参加し

てみてとても楽しいと感じましたし、こういう会

をなくさないように、これからも続けていけるよ

うに努力していかなければならないと感じており

ます。

　また、京阪神３クラブですが、来期は神戸（ホ

スト）ライオンズクラブが担当することになって

おりますので、来期、70周年も大変ではございま

すが、キャビネットの皆さん、しっかりと準備し

ていただければと思っています。

　明日くらいからお天気が下り坂になるらしくて、

雨の日が続くようです。今年の梅雨入りは来年よ

りも早くなると言われています。ジメジメとした

過ごしにくい日が続くかもしれませんので、体調

を崩されませんようお過ごしください。

　会長の挨拶は以上とさせていただきます。

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行
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　TTタイムを始めます。よろしくお願いします。

神戸にちなんだ問題です。若い男女が

浮足立つバレンタインデー、諸説ござ

いますが、神戸のある企業が発祥とされていま

す。さて、その企業とはどこでしょうか。

　１	．1923年創業、チョコレート、焼き菓子でおなじ
みのゴンチャロフ製菓株式会社

　２．1897年開業、ゴーフルで有名な神戸風月堂
　３	．1931年創業、プリンで有名なモロゾフ株式会社
正解　３番のモロゾフ株式会社様です。外国人向
け英字新聞「The	Japan	advertiser」で、バレンタ
インにチョコレートを送りましょうという広告コ
ピーを掲載したのがバレンタインチョコの始まり
だといわれております。

こちらも諸説がございますが、神戸発

祥といわれている海産物を使った食べ

物がございます。さて、その食べ物とはいったい

何でしょうか。

　１．かまぼこ
　２．つみれ
　３．ちくわ
正解　１番のかまぼこです。実は生田神社の境内
に「かまぼこ発祥の地」という碑があります。そ
こには、古くは西暦2001年、神功元年、神功皇后
が三韓、朝鮮半島にあった三国への遠征のときに、
ここ神戸の生田の森で、すりつぶした魚肉を鉾の
先に塗りつけて焼いたものを食べたのがかまぼこ
の始まりという伝説があります。

T.T.TIME T.T.  L 西島 大輔テール・ツイスター・タイム

先ほど食事の前に写真を受け取った

方々はテーブルの方々にその写真を見

せてください。皆さん、見られましたでしょうか。

どこかで見たことがあるような、ないような、石

ですが、問題にまいります。メリケンパークに四

角に開いた石の記念碑があります。さて、それは

いったい何の記念碑でしょうか。

　１．震災復興記念碑
　２．映画記念碑
　３．神戸未来の窓記念碑
正解　２番の映画記念碑です。神戸と映画のかか
わりは明治29年にさかのぼります。発明王エジソ
ンが開発したキネトスコープ（活動写真）が花隈
の神港倶楽部で一般公開されたことに始まります。
キネトスコープは、スクリーンに映像を投影する
ものではなく、箱の中のフイルムをのぞき窓から
見るものでした。ちなみに12月１日は映画の日に
なっており、神港倶楽部での公開が12月１日まで
だったことにちなんで、昭和31年（1956年）に制
定されました。メリケンパークにある映画記念碑
は昭和62年に映画記念碑を建てる会によって建て
られました。中央部分を四角く切り抜き、スク
リーンに見立てた石碑の前には客席のように石が
並んでおります。この石には映画評論家の淀川長
治氏が選んだ国内外の映画スターの名前が一人ず
つ刻まれています。

　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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第69期 ❖ 第11回 理事会議事録 ❖

開催日時：2022年５月６日㈮　18：00～
開催場所：ラスイート神戸ハーバーランド
出 席 者：L貞松	 L榎本	 L岡村	 L栗栖
	 L篠𠩤	 L瀬川 L堤	 L主森
	 L長手	 L中野	 L西島	 L松田
	 L森川	 L森本	 L勝田

Ⅰ．開　　会

Ⅱ．定足数確認

　理事役員15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松田慎介

Ⅳ．審議事項

１）第10回理事会議事録について	 承認

２）第69期４月度残高試算表について	 承認

　	　第69期12月度に一部修正があり、12月度～３
月度の残高試算表の修正も承認された。
３）CN69周年記念例会決算報告について	 承認

４）次期地区委員会（委員）の出向について	 承認

　次の５名が出向することとなった。
　元地区ガバナー・名誉顧問	 L森本克幸
　本地区ガバナー・名誉顧問	 L岡村武和
　地区国際大会・迎接委員会委員長	 L栗栖正明
　地区国際大会・迎接委員会委員	 L森川　拓
　地区国際大会・迎接委員会委	 L鵜丹谷剛
５）335複合地区年次大会代議員について	 承認

　次の９名を選出した。
　	L貞松秀行、L中野康治、L加藤憲一郎、L勝田
雅昭、L小山嘉昭、L宮城良太、L西島大輔、
L主森尊之、L沼田恒守

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６月９日㈭　18：00～
 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

Ⅶ．閉会挨拶

　上記の通り審議事項を了承し、第69期第11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
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2022年5月24日火/神戸メリケンパークオリエンタルホテル「海王の間」

第69期 第1662回 例会【5月第二例会】

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・友愛委員長　L大石　康二

12．「また会う日まで」斉唱	 全　　　員

13．閉会宣言	 会　長　L貞松　秀行

◎ 審議事項

１）「友愛の集い」の費用について

◎ 幹事報告（★次期）

１）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

２）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

◎ 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．「ライオンズクラブの歌」斉唱	 全　　員

４．会長挨拶	 会　長　L貞松　秀行

５．審議事項

６．メンバースピーチ	 第70期会長　L中野　康治

～ ミニコンサート ～
＜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

司会　L.T.　L宮城　良太
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◎ 出席率報告　第1661回（5/10）

◎ テール・ツイスター報告

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

67 1 2 26 96

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率

33 49 5 56

ドネーション
L佐伯朋忠　岡部五峰賞をいただきま
したので有難うございます。

30,000円

合 　 　 計　　 30,000円
フ ァ イ ン　　 5,155円

３）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

４）６/６㈪　第4回新旧引継ぎゾーンミーティング

	 於：天安閣

５）６/７㈫　	★次期地区準備会議・三役研修会・

ガバナー壮行会等

	 於：神戸ポートピアホテル

６）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

７）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

８）６/14㈫　★次期準備計画委員会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

９）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

10）６/17㈮　★現次期合同事務局幹事会

	 於：合同事務局

11）６/24㈮～28㈫　モントリオール国際大会

	 於：カナダ

12）６/28㈫　第1664回年次総括例会

	 於：神戸ポートピアホテル

13）６/30㈭　	★3LC（ホスト・イースト・ウエスト）

現次期会長・幹事会	 於：萬壽殿

〈演奏曲目〉

1.歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 間奏曲/マスカーニ 作曲 
2.ふじの山/作曲者不詳 文部省唱歌
3.アメージング・グレイス/作曲者不詳

〈演奏者〉
クラリネット…三井 明日見 さん / ピアノ…梅原 由紀子 さん

【三井 明日見さんプロフィール】
大阪音楽大学音楽学部器楽学科卒業。
2011年度ヤマハ管楽器新人演奏会（東京・大阪）に出演。大学卒業後、桐朋オーケストラアカデミー研修過程修了。
第26回宝塚ベガ音楽コンクール第3位入賞。これまでにクラリネットを小谷口直子氏、鈴木祐子氏、鈴木良昭氏に、
室内楽を宮本謙二氏に師事。現在、関西室内楽協会会員、大阪音楽大学演奏員、ザ・カレッジ・オペラハウス管弦
楽団コアメンバー。2017、2021年アンコール・コンサートに出演。

♪ミニコンサート♪
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　皆さん、こんにちは。５月の

第二例会になりました。本日

は欠席の方が多いようですが、

皆さんと楽しく過ごしていけ

たらいいなと思っています。

　だんだんと暑さが増す頃と

なってきております。皆さん、

いかがお過ごしでしょうか。

先日まで梅雨が早く来るので

はないかと報道されていましたが、ここのところ

快晴続きというか、お天気が非常に良くて、梅雨

が本当に早まるのかといった気がしております。

これからは暑さ対策にも注意してお過ごしくだ

さい。

　毎回、定番でありますコロナに関して、新型コ

ロナウイルス感染者数ですが、ゴールデンウィー

ク明けに急増すると言われておりましたが、今の

ところ落ち着いているようです。このまま引き続

き感染対策を怠らずにお過ごしいただきまして、

徐々にでも終息に向かっていってほしいと思って

います。

　さて、この２、３日、報道でもありますように、

アメリカのバイデン大統領が来日されています。

少しでも、この混沌とした世界情勢・世界経済の

改善につながる会談になってくれればと期待して

おります。

　ここで気になったことがございます。ただの興

味でもありますが、アメリカの大統領が来日した

ときにどこに泊るのかと考えて、今回調べてみま

したら、バイデンさんに関してはホテルオークラ

に宿泊で、お部屋は一泊300万円するインペリア

ルスイートルームだそうです。

　さかのぼりまして、トランプ大統領はどうだっ

たのかと調べて見ましたら、一度目の来日のとき

は帝国ホテル東京に宿泊され

ています。二度目の来日で

は、ホテル御三家といわれて

いる、帝国ホテル、ニュー

オータニ、ホテルオークラで

はなくて、「フォーブス・トラ

ベルガイド」で日系ホテル初

の五つ星を獲得したパレスホ

テル東京に宿泊されたという

ことです。

　なぜ各大統領によって宿泊先が違うのか、どう

いう選択肢があるのかと思っていたのですが、考

えてもわからないので、ホテル関係者のL松岡、

L西山に教えていただけたらと思っております。

ちなみにオバマさんが来日されたときはホテル

オークラでした。ご興味のある方は調べてみてく

ださい。

　さて、ライオンズ活動ですが、先日、次期の地

区キャビネット事務局が開設され、数名の方たち

と出席してまいりました。当クラブの次期キャビ

ネットに関する準備理事会にも出席してまいりま

した。この時期になりますと次期への引き継ぎ会

や準備会といった行事が増えてまいります。出席

するたびに思うのですが、個人的には、ついに69

期の終わりがきたな、ゴールが見えてきたと、一

人だけ安堵の気持ちで出席させていただいていま

す。ほかの方々は緊張しているような表情で、申

し訳ないと思って、毎回出席しております。

　本日は夕方から２年半ぶりの「友愛の集い」を

開催させていただきます。「友愛の集い」に参加し

てくださる方々は半日以上ライオンズデーになっ

てしまいますが、楽しく過ごしてくだされば幸い

でございます。

　以上をもちまして会長挨拶とさせていただきます。

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行
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　TTタイムを始めます。よろしくお願いします。

　今週金曜日に公開されるトム・クルーズ主演の

「トップガン」、第一作目は1989年に公開されまし

た。本日はトップガンにまつわるクイズをお出し

したいと思います。

一作目に使われた戦闘機はF14トム

キャットという機体になります。二作

目ではF18戦闘機が使用されていますが、さて最

高速度はどちらが速いでしょうか。1作目はF14

トムキャットという機体、二作目はF18という機

体の戦闘機が使われていますが、最高速度はどち

らが速いでしょうか。

　１．F14

　２．F18

正解　１番のF14トムキャットです。その最高速

度は時速2485キロ、F18は1915キロでございました。

映画の中の軍人がつけている識別票、

別名ドックタグといわれているものが

ございます。名前の由来は犬の鑑札に似ているか

らだそうです。また、米軍ではドックタグは二つ

つけられています。その理由としては、戦死した

場合、二つを持ち帰り戦死報告をする目的とされ

ております。さて、そのタグには性別、名前、血

液型、社会保障番号が刻印されていますが、あと

二つは何でしょうか。

　１．州の名前

　２．宗教

　３．所属されている軍隊の名前

正解　２番の宗教です。アメリカは多国籍国家で

あり、信仰している宗教が刻印されているのが特

徴的でございます。

T.T.TIME T.T.  L 西島 大輔テール・ツイスター・タイム

トップガン一作目の劇中で恋人の

チャーリーからトム・クルーズは追い

かけられます。乗っていた車はポルシェのスピー

ドスターですが、その色は次のうちどれだった

でしょうか。トム・クルーズを追いかけていた

チャーリーが乗っていたポルシェのスピードス

ターの色は何でしょうか。

　１．黒

　２．シルバー

　３．濃紺

正解　１番の黒です。

劇中、トム・クルーズは、一作目で

カワサキのニンジャGPZ900Rという

車体を使用しておりました。金曜日公開される

「マーベリック」でもバイクシーンがございます。

さて今回のバイクは何でしょうか。

　１．変わらずニンジャGPZ900R

　２．カワサキ最速のニンジャH2

　３．その両方

正解　３番のその両方が登場します。これはト

レーナーで牽引しています。ちなみに、カワサキ

GPZ900Rは当時、世界最速を誇るもので、米国は

もちろん世界中のバイク乗りがあこがれる日本製

のスーパーマシンで

ございます。このバ

イクの開発責任者の

男性は現在、神戸市

内で暮らしているそ

うです。

　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.

Q4.
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★  「友愛の集い」★

◎ プログラム
１．開会の挨拶	 会　長　L貞松　秀行
２．メンバーより祝辞	 335-A 元地区ガバナー　L森本　克幸
３．記念品贈呈	 会　長　L貞松　秀行
　・令和２年秋の叙勲「瑞宝双光章」受章	 L松井　年孝
　・令和３年秋の叙勲「瑞宝双光章」受章	 L金子　良史
４．謝　　　辞	 L松井　年孝・L金子　良史
５．花 束 贈 呈	 会　長　L貞松　秀行
　・前兵庫県知事　感謝と慰労の気持ちを込めて
６．謝　　　辞	 L井戸　敏三
７．新会員紹介	 会員委員長　L篠𠩤	　裕幸
　　第67期　L松浦　幸博（１月）	 L大石　康二（１月）
　　　　　　L井坂　孝一（６月）	 L青山　美都（６月）
　　　　　　L西原　秀樹（６月）
　　第68期　L濱田　秀雄（７月）	 L今西　正男（９月）
　　　　　　L田中　宏昌（10月）	 L山本　隆文（４月）
　　　　　　L橋爪　雅史（６月）
　　第69期　L杉本　浩康（10月）	 L齋藤　元彦（２月）
　　　　　　L藤村　慎也（４月）
８．乾　　　杯	 前会長　L堤	　公一

《ご歓談》
～皆様よりお祝の言葉を頂戴したいと存じます～

９．ライオンズローア	 	L佐伯　朋忠
10．閉会の挨拶	 第一副会長　L中野　康治

L松井　年孝　　LL松井尚子　　L金子良史　　LL金子三紀子　　L井戸敏三
井坂　孝一　　井浪　謙祐　　榎本　伸二　　大石　康二　　勝田　雅昭　　加藤憲一郎
栗栖　正明　　佐伯　朋忠　　貞松　秀行　　篠𠩤	　裕幸　　柴田　貴夫　　瀬川　雅矢
田中　宏昌　　塚本　晴之　　堤	　　公一　　主森　尊之　　中野　康治　　長瀬　　猛
沼田　恒守　　濱田　秀雄　　藤村　慎也　　松岡　　正　　宮城　良太　　宮永　好章
森　　達也　　森　　大介　　森川　　拓　　森本　克幸　　安井　博幸　　山本　隆文
横畑　和幸　　木下　雅代（事務局）	 37名（敬称略）

参 加 者
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2022年6月14日火/神戸メリケンパークオリエンタルホテル

第69期 第1663回 例会【6月第一例会】

11．委員会報告	 各委員長
12．幹事報告	 幹　事　L勝田　雅昭
13．テール・ツイスター報告
	 テール・ツイスター　L西島　大輔
14．出席率報告
	 出席大会・友愛委員長　L大石　康二
15．「また会う日まで」斉唱	 全　　員
16．閉会宣言	 会　長　L貞松　秀行

◎ 新会員経歴紹介
山本 文政（やまもと	ふみまさ）
スポンサー：L長手　幹雄
生 年 月 日：昭和61年７月24日
自　　　宅：神戸市東灘区御影中町8-5-11
　　　　　ワコーレ御影中町506号
勤　務　先：サンポンパール有限会社　代表取締役
　　　　　神戸市中央区江戸町85-1
　　　　　ベイ・ウイング神戸ビル10F
電　　　話：078-976-8188
趣　　　味：車・ゴルフ

◎ ゲストの紹介
島山　清史（しまやま	きよし）
1971年２月９日生まれ。
一般社団法人	リア充ひょうご　代表理事。
地域活性支援・体験型プロジェクトとして、養護
施設の児童たちを招待し、須磨海岸での「地引き
網」体験を通して、地域の活性化・青少年育成・
経済活動の推進を図っている。

◎ 審議事項
１）会員種別の変更について（L宮内）
２）兵庫県肢体不自由児者協会
　　令和４年度賛助会費について
３）東神戸合同事務局の定期預金の解約について

◎ 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	 全　　員
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．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
	 会員委員長　L篠𠩤	　裕幸
　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
７．審議事項	 会　長　L貞松　秀行
８．ゲストスピーチ
	 一般社団法人 リア充ひょうご 代表理事　島山		清史様
９．６月度ライオン・ライオンレディー誕生祝
	 出席大会・友愛委員長　L大石　康二

＜会　　食＞
10．T・Tタイム	 テール・ツイスター　L西島　大輔

司会　L.T.　L宮城　良太
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７）６/30㈭　	★3LC（ホスト・イースト・ウエスト）
現次期会長・幹事会	 	於：萬壽殿

【第70期】
８）７/７㈭　第１回理事会	 於：生田神社／神仙閣
９）７/11㈪　故L青田嘉之「偲ぶ会」
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

10）７/12㈫　第1665回例会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11）７/12㈫　第１回計画委員会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

12）７/26㈫　第1666例会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

13）７/26㈫　CN70周年実行委員会
	 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）７/28㈭　ゴルフ同好会
	 於：北六甲カントリー倶楽部

◎ 出席率報告　第1662回（5/24）

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

67 1 2 26 96

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率

26 38％ 14 59％

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション 　　0円　1件	 累計 1,083,000円
※ファイン 　 　6,030円	 累計 　46,790円

◎ 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）６/14㈫　★次期準備計画委員会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

２）６/14㈫　335複合地区年次大会慰労会
	 於：萬壽殿

３）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

４）６/17㈮　★現次期幹事　合同事務局会議
	 於：合同事務局

５）６/24～28　ライオンズ国際協会
　　　　　　　「モントリオール国際大会」
	 於：カナダ

６）６/28㈫　第1664回年次総括例会
	 於：神戸ポートピアホテル
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　皆様、こんにちは。梅雨入

りもだんだん近くなってきて

います。いかがお過ごしで

しょうか。

　新型コロナウイルスも徐々

に減少傾向が続いているとい

うことで、感染予防に関する

規制緩和がどんどん進んでき

ております。このまま規制緩

和が加速していくことを期待

したいと思っています。

　今日の朝日新聞の朝刊の一面に出ていましたが、

円安が止まらない。あまり良い話ではないですが、

円安が止まらないことで、３か月でドルに対して

20円の円安を記録してしまったという状況になっ

ているそうです。

　今回の特徴として、円安の要因として、日米の

金融政策の違いで大きく差が出たことが筆頭に挙

げられているそうです。それと資源価格の高騰、

これも大きな要因となっているそうです。特に、

今現在、100円ショップや銭湯といった業界の方

たちが閉店しているような状況になっているそう

です。

　資源価格高騰の要因は、皆様もご存じのとおり、

ウクライナ情勢が大きくかかわっているそうで

す。日本経済と世界経済の安定を図るために１日

も早くロシアによるウクライナ侵攻を終わらせて

いただきたいと切に願うばかりです。

　さて、ライオンズ活動について少しお話をさせ

ていただきます。５月24日に数年ぶりの友愛の集

いを開催させていただきました。久しぶりの開催

ということもあり、たくさんの方にお越しいただ

きまして誠にありがとうございました。盛大に開

催することができて、お祝いをさせていただきま

したＬ金子とＬ松井、Ｌ井戸

も大変喜ばれておりましたの

で、開催してよかったと思っ

ております。また来期も開催

することができるようにスケ

ジュールを調整していただけ

ればと思っています。

　５月26日に横浜でオール

ディスト５クラブが開催され

ました。３年ぶりの開催とい

うことで、各オールディスト５クラブの皆さん楽

しみにされておりまして、当クラブから７名ほど

参加させていただきました。こちらも有意義な時

間を過ごすことができました。各地域の筆頭クラ

ブの集まりでしたので、皆さん抱えている問題や

悩まれていることは、だいたいどのクラブも同じ

だと認識することができました。これからも問題

を解決していくため、また深くクラブが発展して

いくためには、さらに連携をとりまして、さらな

る密度、情報交換や意見交換ができればと、皆さ

んから意見が出ておりました。

　来期のオールディスト５クラブは当クラブが担

当することになっておりますので、有意義な時間

を過ごせるよう、皆さん協力の方よろしくお願い

いたします。

　今期も残すところあと１か月となりました。と

ても楽しみにしているのは私だけかもしれません

が、無事にゴールができますように残り１か月、

気を引き締めて進んでまいりたいと思っています。

　ジメジメと蒸し暑い日が続いておりますが、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。

　以上で会長の挨拶とさせていただきます。

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。た

だいまご紹介いただきまし

た一般社団法人リア充ひょ

うごの島山と申します。代

表理事をしています。通常

は神戸市須磨区の県会議員

をしています。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　本日は、格式と伝統のあ

る神戸（ホスト）ライオン

ズクラブの会に、このよう

な形でお招きをいただきま

して大変感謝申し上げます。また、当団体に対す

る活動に心からの支援金をいただきまして、あら

ためて感謝を申し上げさせていただきます。

　今回、ペーパーに写真を付けさせていただいて

います、地引き網事業に協賛をいただいています

が、その前にこの会を立ち上げた経緯を含めて、

その中に私の自己紹介を入れながら、お話しさせ

ていただければと思っています。

　私自身は神戸生まれの神戸育ち。神戸っ子とい

うことで、神戸市北区の星和台で青年時代を過ご

しまして、高校は鈴蘭台高

校に行きまして、大学は地

元の、われわれの頃は神戸

商科大学でしたが、現在の

兵庫県立大学を卒業して、

震災の翌年に芦屋市役所に

入所しました。

　芦屋市役所の中で税の関

係や福祉の仕事をしており

まして、生活保護のケース

ワーカーの仕事に長く携

わっておりましたので、そ

のときから福祉のことには関心を持っておりまし

た。13年間、市役所で勤めさせていただき、2021

年に当選させていただきまして現在の職に至りま

す。そういった経験から議員としても福祉の活動

をさせていただいておりまして、今回の活動も養

護施設の方を招待して地引き網を体験していただ

きました。

　社団法人の中に一般社団法人リア充、リア充は

若い人の言葉でリアルな体験、充実した生活をす

る。神戸生まれで、兵庫県で生まれ育ったので、

★ ゲストスピーチ ★

　はじめまして、サンポンパールの山本と申します。

神戸で真珠の卸業を営んでおります。このたび長手

社長のご推薦のもと、会員である皆様より、伝統の神

戸（ホスト）ライオンズクラブへの入会をご承認い

ただき誠にありがとうございます。若輩者ではござ

いますが、皆様のご指導、ご鞭撻のほど、どうかよろ

しくお願いいたします。

❖❖❖ 新会員挨拶 ❖❖❖

一般社団法人リア充ひょうご 代表理事
鳥山 清史
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神戸の素晴らしさを、子どもたちにリアルな体験

をさせてあげたいということで、この法人を立ち

上げました。

　もともと法人を立ち上げるつもりはなかったの

ですが、福祉の現場を回っておりまして、養護施

設の中で働いている方からお話をいただいたこと

をきっかけに、まずは地引き網事業をやることに

なりました。

　ご存じかどうかはわかりませんが、入所施設は

生魚を提供できない。食中毒の関係があって、高

齢者施設でもそういう施設があると思いますが、

児童養護施設は生の魚を提供できない。

幼児期から親の虐待で施設に入っている子どもさ

んは、18歳が二十歳までになりましたが、十数年

間、施設で過ごされる中で生の魚を食べる機会が

少ない。当然、外では食べられますが、なかなか

食べる機会がないとお聞きして、兵庫県のおいし

い魚を食べてほしい。

　もう一つは地元の須磨区には須磨海岸があり

ます。漁師さんがおられて仲間を募って地引き網

をされています。お金を払えば、当時は10万円を

払えば地引き網ができました。そういう時期があ

りました。漁師さんがやっている地引き網は、須

磨水族館の方がお手伝いして、とれた魚の説明を

してくれる。最後にとれた魚は持ち帰ってもらい

ます。

　そういうことをされていましたが、とれた魚を

その場でさばいてもらう。須磨は須磨海苔がとれ

ます。兵庫県産のお米と地元でとれたものを食べ

ていただいて子どもたちを元気にしたい。そうい

うことで2017年からやらせていただいています。

　最初は友人だけでボランティアスタッフを募っ

て、地引き網の事業だけであれば、例えば10万円

でできますが、その後、100人くらい参加されま

すので、ご飯の用意をしたりテントを張ったり、

その他諸々の事業費を協賛、共感していただける

企業から支援をいただいて運営しています。

　大変ですが、施設の方からも好評をいただいて

います。皆さんの子どもさんも生きた魚を手に取

るという経験はないと思います。魚は切り身で売

られているので、生きた魚がさばかれるところは

見たことがない。そこで神戸市の魚屋さんの組合

の方に協力をいただいて、さばく実演をしていた

だく。魚がどうさばかれるのかを見てもらって最

後は食べていただく。

　魚が苦手な子もいますが、そういう子が何杯も

お代わりをして食べてくれたと、施設の方からお

声をいただきまして、これを続けていきたい。養

護施設の方に元気になっていただきたいという思

いと、もう一つは須磨の海の素晴らしさ、兵庫県

の水産物の勉強にもなりました。この地域の周辺

も勉強する機会になり、良いこと尽くめというこ

とでやらせていただきました。

　３回くらい続けて、その後コロナがあり２年間

は活動できなかったのですが、一昨年、継続した

事業でやっていこうということで法人化をさせて

いただきました。これまでは食事で終わっていま

したが、今年からは、皆さんからもご支援をいた

だきまして音楽演奏、アフリカの生バンドを入れ

て演奏するという形での事業もさせていただきま

した。昨年は、淡路島の空き校舎をリノベーショ

ンした施設で、共生型の音楽フェスということで、

障害者の演奏や地域の物販等のイベントをさせて

いただきました。

　こういった事業を継続してやっていきたいとい

うことです。事業を続けていくには、神戸（ホス

ト）ライオンズクラブの皆様のご支援がないと、

なかなか運営していくのは難しいという状況でご

ざいます。今後とも、いろんな形でご支援を賜り

たいということで、本日はお願いの意味を込めて

来させていただきました。

　本当にありがとうございました。
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　TTタイムを始めます。よろしくお願いします。

前半は兵庫にまつわる問題を出題します。

兵庫県に実際にある地名は次のうちど

れでしょうか。

　１．三日月

　２．満月

　３．十五夜

正解　１番の三日月です。ひまわり畑で人気の兵

庫県佐用町に三日月という地名があります。

現在の兵庫県知事は先日入会したL齋

藤ですが、初代の兵庫県知事は次のう

ちどなたでしょうか。

　１．夏目漱石

　２．岩倉具視

　３．伊藤博文

正解　３番の伊藤博文です。

T.T.TIME T.T.  L 西島 大輔テール・ツイスター・タイム

山陽新幹線が乗り入れている新神戸駅、

山陽新幹線は新大阪－博多駅までの区

間を指します。新幹線の駅で「新」の字が入って

いる駅名は次の数のうちどれでしょうか。新しい

という字が付いている駅の数です。新大阪から博

多までです。新大阪、新神戸も含みます。

　１．６駅

　２．７駅

　３．５駅

正解　２番の７駅です。新幹線の駅名で東から新

大阪、新神戸、新倉敷、信尾道、新岩国、新山口、

新下関です。

ひかり、のぞみ、はやぶさなど、速そう

な名前が付いている各地の新幹線です

が、実際にある新幹線は次のうちどれでしょうか。

　１．かがやき

　２．きらり

　３．きらめき

正解　１番の「かがやき」です。かがやきは1997

年に開通した北陸新幹線の名前で、ほかに「はく

たか」「あさま」という名前もあります。

　本日のTTタイムはこれで終了となります。

１年間どうもありがとうございました。

Q1.

Q2.

Q4.

Q3.

　最近コロナの話題が少し
減ってきたのかなと感じてい
たところ、よく目にするのが

「アニサキス」関連のニュースです。
　世界でも珍しいのではないかと思いますが、日本
には生魚を食べる文化があり、刺身や寿司等好きな
方も多いのではないかと思います。

　LCも期末を迎えいろいろと行事が続きます。�
おいしいものを食べすぎて体調を崩してもいけません
ので、皆様充分に注意しましょう。
　一説によりますと、このアニサキスの増加も温暖
化による海水温の上昇が関連しているとのことです。
　コロナに続いていろいろと考えさせられるニュー
スです。� （L三宅　直�記）

編 集 後 記
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　５月26日（木）にオールデスト５クラブの集いが
横浜で開催されました。この５クラブの集いは、
日本で最初に結成された東京LC、２番目の横浜
LC、３番目の神戸LC、４番目の大阪LC、６番目
の京都LCの５クラブが1年に1度集まり、ライオ
ンズクラブの活動について意見交換を行う会で
す。毎年、５クラブが持ち回りで幹事クラブとな
り開催されています。
　今回は、新型コロナウィルス感染症の影響で
３年ぶりの開催となりました。当クラブからは、
会長L貞松、L森本、L中野、L瀬川、L主森、L松
田、L勝田の７名で参加しました。
　当日は、15時より会議を行いました。参加者を

３班に分けて、各クラブの現状、活動報告や課題
などの意見交換を行い、最後に各班の代表がその
内容を発表する形で行われました。参加クラブは
各地区の筆頭クラブであり、共通の強み、課題な
どを共有することができ、今後のクラブ運営のヒ
ントとなるような会議でした。
　その後、横浜中華街の「萬珍楼本店」に場所を
移し、横浜LCの第1652回例会、懇親会が開催さ
れ、美味しい中華料理を頂きながら、他クラブの
会員の方と楽しい時間を過ごすことができまし
た。途中、横浜LC会長L久保田より当クラブ次期
会長L中野に幹事クラブの引継ぎ式があり、L中
野が挨拶で、できる限りの準備と心からの歓迎を
約束しました。
　最後は、５クラブの参加新旧会長によるライオン
ズローアで力強く締めくくられ閉会となりました。
　なお、来期は当クラブが幹事クラブを担当する
こととなっています。是非、会員の皆様は来期
「オールデスト５クラブの集い」にご参加頂き、他
クラブの方と交流を楽しんで頂けたらと思ってお
ります。

オールデスト5クラブの集いオールデスト5クラブの集いオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデスト5555555クラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブの集集集集集集集いいいいいいいいいいオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデストオールデスト5555555クラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブのクラブの集集集集集集集いいいいいいい
2022年5月26日木／於：横浜ベイホテル東急・萬珍楼

第39回
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