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第 56 期 第 671 回 理事会議事録
日

時：令和 2 年 5 月 26 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分

場

所：阿倍野産業会館 3 階

理事

：Ｌ森山哲郎

Ｌ中村哲也

Ｌ浅川靖弘

Ｌ家根本正志

Ｌ藤原成樹

Ｌ中田勝利

Ｌ鎌田友晴

Ｌ廣瀬裕平

Ｌ武輪興治

Ｌ杉野林一

Ｌ斉藤満弘
オブザーバー Ｌ藪内優典
会員数（4／1 現在）47 名 正会員 31 名（終身会員 1 名 名誉会員 1 名）家族会員 16 名
司会 幹事：斉藤 満弘
・出席者数の確認
・開会の挨拶

会長：森山 哲郎

議案
1. 3 月 4 月度の会計報告
次回理事会で

審議

2. 退会者の件
Ｌ松本 清 保留
Ｌ豊満賢一 家族会員 3 名 退会
承認
3. 賛助会員の件
6 月第一例会で詳細を発表する
報告
4. 献血アクティビティの件
5 月 22 日（金）あべの献血ルーム
粗品 マスク
55 円×1,050 枚＋税＋小袋代 717 円＝64,642 円

承認

次回 6 月 26 日（金）あべの献血ルーム予定
5. クラブ記念誌の件
（86 ページ＋表裏表紙）×150 冊＝567,600 円
ＣＮ55 積立金より拠出
6 月第一例会にて配布予定

承認

6. 次期準備の件
次期準備の件
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7. その他
6 月 9 日理事会・第一例会
6 月 23 日年次例会予定
6 月 26 日 14：00～財務・会計監査委員会

第 56 期 第 672 回 理事会議事録
日

時：令和 2 年 6 月 9 日（火） 11 時 00 分～12 時 00 分

場

所：新宿ビル 3 階 春夏秋冬

理事

：Ｌ森山哲郎

Ｌ中村哲也

Ｌ浅川靖弘

Ｌ家根本正志

Ｌ藤原成樹

Ｌ中田勝利

Ｌ鎌田友晴

Ｌ廣瀬裕平

Ｌ武輪興治

Ｌ杉野林一

Ｌ斉藤満弘
会員数（6／1 現在）43 名 正会員 30 名（終身会員 1 名 名誉会員 1 名）家族会員 13 名
司会 幹事：斉藤 満弘
・出席者数の確認
・開会の挨拶

会長：森山 哲郎

議案
1. 5 月度の会計報告

承認

2. 準備委員会の日程

報告

準備理事会・委員長会議 6 月 26 日（金）17 時
懇親会

18 時

3. 献血奉仕
6 月 26 日（金）あべの献血ルーム
献血

マスク 2,500 枚

骨髄バンク マスク 200 枚

概算 65,200 円

シール挿入代+小袋代

承認

ティッシュ配布は無し、プラカードと声かけをする。
4. 寄附金の件
故Ｌ岩見ご家族様より＋Ｌ藤田お誕生日祝い＝22 万円は運営費へ入金
ワンコイン募金・ダメゼッタイ国連支援等 59, 375 円は LCIF 口座へ入金
承認
5. その他
会則変更の件

Ｌ松本 不在会員として会費を下げる
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日時
場所

第１３４３
１３４３回
４３回例会
令和２年
１２時
１５分～
分～１３
１３時
３０分
令和２年６月９日（火） １２
時１５
分～
１３
時３０
分
新宿ビル３Ｆ
新宿
ビル３Ｆ 春夏秋冬

会場は新宿ビル３Ｆ「春夏秋冬」で司会はＬＴのＬ中田勝利

★ ライオンズの誓い
Ｌ田中洋治

★ 会長挨拶 Ｌ森山哲郎
２か月ぶりの例会となりました。
コロナ騒動で日本で累計の患者数が 17179
名、死亡者 916 名、全世界で云えば、679 万
人が感染され、亡くなられたのは 39 万人。
亡くなられた方に心からお悔みを申し上げ
るとともに、感染された方々には１日も早
く回復されることをお祈り申し上げます。
我々も予定された色々な行事が中止にな
り、国際大会も 6 月 26 日からシンガポー
ルで予定されていましたがこれも中止され
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てしまいました。この６月に入り、やっと自粛解除の動きが出てきて、我々も例会が開
催出来るようになったわけです。でも、第２波、第３波の感染の心配が叫ばれています。
どうぞ皆さんもお体に気を付け、３密を避けられコロナに打ち勝って頂きたいと願っていま
す。久々の例会で,議題が山積しています。皆さんのご協力を得て、実りのある例会にし
て行こうではありませんか。

★ アワードの授与
５月に贈られてきたもので、国際財団に協力し、キャンペーンに努力して頂いたメンバ
ーに贈られたアワードです。

★ 誕生日のお祝い
４月

(Ｌ松本 欠席 Ｌ豊田 欠席)

ＬＬ薮内 ＬＬ武輪 ＬＬ森山
(ＬＬ岡本 欠席)

5 月 Ｌ梶谷
ＬＬ梶谷 ＬＬ鎌田
(ＬＬ渡邊 欠席)
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６月 Ｌ浅川 Ｌ薮内(古希)

Ｌ森山 Ｌ中村
（Ｌ小林 欠席

Ｌ薮内は古希のお祝い

★ご結婚の節のお祝い
Ｌ鎌田 45 周年

★ 幹事報告
Ｌ斉藤満弘
5 月 26 日に第 671 回の理事会が開催されました。
その報告をまず最初に致します。
3 月 4 月度の会計報告がされ、審議されました。
退会届が出され、Ｌ松本については保留、Ｌ豊満は
会社の都合による退会で承認。家族会員 3 名の退会
も承認されました。
賛助会員の件は次の例会で詳細を発表することに
なりました。
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LL 松尾 欠席)

献血アクティビィティの件ですが、コロナ騒動で献血 奉仕は中止し、代わりに粗品とし
てマスクを寄付、その費用は 64.642 円・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
CN55 記念誌の件、(86 ページ＋表裏表紙)×150 冊・・・567,600 円・・・・承認
次期準備委員会の件ですが、6 月 26 日に都シティ大阪天王寺で 17 時から開催予定。

★ TLG 会からのお知らせ
Ｌ東博史
昨年度は大変楽しい TLG 会だったので、コロナ騒動
の今年はどうするか悩みましたが、6 月 24 日(水曜日)9 時
31 分スタートで開催することに決めました。
ただ風呂は ダメ、シャワーだけで会合は出来ませんが、
ゴルフだけは頑張って下さい。

★ 会則委員会からの報告

Ｌ武輪興治

先ほど開催された理事会で討議され、長い間メンバーで
ありながら、体調不良その他の理由で退会される方を少しで
もクラブに残って頂くために如何にすべきか・・検討した
結果、不在会員の会費を半額にする、すなわち 108,000 円
の半額 54,000 円にすることに理事会で決定しました。
詳しくは、23 日の例会で、内規の変更を書面にして皆様に
配布させていただきます。
★ 食事は別室に移動。
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★

深々と一礼をして 出席率の発表 と ファイン&ドネーションの発表
Ｌ廣瀬裕平

Ｌ藤原成樹

★ 「また会う日まで」斉唱

★ ライオンズ・ロアー

Ｌ長生忠之
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例会ドネーション
令和 2 年 6 月 9 日
1
2
3
4
5
6

Ｌ．藤田 健次
Ｌ．臼井 敏雄
Ｌ．藪内 優典
Ｌ．鎌田 友晴
Ｌ．松本
清
Ｌ．田中 洋治
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Ｌ．浅川 靖弘

8

Ｌ．杉野 林一

9

Ｌ．梶谷 信廣

10 Ｌ．畑谷 明彦
11 Ｌ．平井 百次
博史
12 Ｌ．東
13 Ｌ．小林 繁昭
14 Ｌ．武輪 興治

於：新宿 3Ｆ 春夏秋冬

皆様、久しぶりですね。コロナに負けるな！ガンバレ帝陵！
早く元の例会ができますように！
今期最後の例会になります。
会長幹事他の皆様、ありがとうございました。
久しぶりの例会。チャーターナイト 55 記念誌及びクラブ誌が出来上がり
ました。皆さまのご協力有難うございました。事務局の鈴木さんには大
変助けて頂きました。
新型コロナウイルスの始まりは、2
新型コロナウイルスの始まりは、
2 月上旬クルーズ船に香港から感染者
が乗り込みが始まりで早 4 ヶ月 緊急事態宣言解除 2 次感染にかからな
いよう気を付けよう。
新型コロナ収束して欲しい!!
新型コロナ収束して欲しい
!!
皆さんお元気でしたか？
皆様、ご無沙汰でございます。コロナコロナで自粛して太ってしまいま
した！気が付けばＬＣも最終月の 6 月になりました。

15 Ｌ．岡本 棟夫
16 Ｌ．中田 勝利

皆様、お元気でしたか。今日から例会再開です。コロナにかからない様、
そして頑張っていきましょう。

17 Ｌ．渡邊 利幸
18 Ｌ．中村 哲也
19 Ｌ．廣瀬 裕平

祝！再会と再開
吉村知事頑張ってくれています。生野高校のＯＢが多いので挙げて応援
しています。

20 Ｌ．松尾 雅泰
明
21 Ｌ．平松
22 Ｌ．森山 哲郎
23 Ｌ．家根本正志

コロナ自粛の為久々2
コロナ自粛の為久々2 ヶ月ぶりの例会です。実り多い例会にしましょう。
ヶ月ぶりの例会です。実り多い例会にしましょう。
コロナで例会が出来ず、今期も今日を含めて 2 回、気を引き締めてガン
バロウ！
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24 Ｌ．長生 忠之

長い長いコロナウイルスによる休暇、久しぶりに皆様に会えて嬉しいで
す。
夏に向かって走ろう！
ようやくコロナが落ち着いてきました。このまま第 2 波もなく終息して

25 Ｌ. 斉藤 満弘
26 Ｌ．石橋 源三

ほしいです。
コロナ感染者数で大阪がんばっていますね。東京に勝っていて嬉しいで
す。この調子でもっと行け、大阪！

27 Ｌ．藤原 成樹
28 Ｌ. 豊田 太平
29 Ⅼ. 塚田 恭嗣
大
30 Ⅼ. 中山
合 計

暑くなってきました。熱中症に気を付けて参りましょう！
新人ですので今年は 3,000 円で許してください。
105,000 円

出席者数

メークアップ

修正出席率

21 名

0名

75.0％
75.0％

日時
場所

第１３４４
１３４４回
４４回例会
令和２年
２３日
１８時
００分～
分～２１
２１時
００分
令和２年６月２３
日（火） １８
時００
分～
２１
時００
分
天王殿

司会はライオンテーマーＬ中田勝利

★開会宣言

会長 Ｌ森山哲郎
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★ 国歌斉唱

★ ライオンズの誓い 最後の例会なので会長Ｌ森山哲郎、幹事Ｌ斉藤満弘のお二人で

★ 会長挨拶
Ｌ森山哲郎
いよいよ私の任期も終わりになりました。
振り返りますと、去年の 7 月の第 1 例会
からチャーター―ナイト 55 周年のゴルフ
大会、記念式典をはじめ色々なアクティビ
ィティをなんとか乗り切ることが出来ま
した。これは皆様の御協力のたまもので
す。有難うございました。 4 月 5 月と新
型コロナウイルスのため緊急宣言が発令
され、色々な活動が出来なかったのは残念
ですが、この体験は、今後起こるかも知れ
ない、第 2 波・第 3 波の際の参考になるのではないかと思います。
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帝陵ライオンズクラブは、これから永遠に続いていくと私は確信しています。皆さんの良き
知恵を絞って頂き、団結して、社会奉仕を続けていただきたいと願っています。チャーター
ナイト 55 周年記念誌も、Ｌ杉野をはじめ記念誌委員会の皆さんご努力で、メンバー全員の
思い出に残るものを作って頂きました。会長の責務から外れますが、会員の一人として、今
後社会奉仕に頑張って行くつもりです。どうか宜しくお願い致します。
最期になりますが、この１年間、本当に有難うございました。
年次報告
●会長 Ｌ森山哲郎の報告
会長テーマは【笑顔で 喜びと感動 We Serve 】とさせて頂きました。
運営方針は
１ 会員の維持、増強を図る。
２ CN55 周年記念例会、事業を会員の総力を挙げて成功させる。
３ 楽しく明るい例会運営を行い、例会出席率を高める。
４ 委員会、趣味の会の充実した活動、会員の友愛と絆を深める。
５ 地域社会、青少年に貢献するアクティビィティを実行する。
６ 地域の介護福祉に貢献する。
の 6 項目を挙げてスタートしました。しかし今振り返りますと、CN55 周年の例会と事
業は、皆さんのご協力で成功できたと思います。例会運営、出席率を高める点は 60 点
ぐらいだと思います。 会員の維持と増強については、本日ご出席頂いているＬ中山、
及びＬ塚田の新しい 2 名をお迎え出来ましたが、残念ながらＬ豊満、Ｌ松本の 2 名が退
会という結果になりました。ただ、Ｌ松本については、ご病気が原因なのですが、内規
を改正して、もう一度一緒に例会でお会い出来るよう友人であるＬ鎌田にお願いしてい
る次第です。趣味の会ではコロナのために 4 月 5 月は自粛で出来ませんでしたが、3 月
には TLG のゴルフコンペを行いました。明日またＬ東のお世話で楽しいゴルフが出来
ると思っています。地域の介護福祉に貢献ですが、私自身、Ｌ豊田の企画で介護福祉施
設の訪問などを願っていたのですが、結局実現出来ませんでした。次期のＬ浅川に引き
継いで企画をお願いしたいと思っています。まだ不完全燃焼の部分がありますが、この
1 年無事に過ごすことが出来たのは、皆様のご協力、ご支援の賜物だと深く感謝いたし
ております。有難うございました。
●会則委員長 Ｌ武輪興治の報告
帝陵クラブで以前から問題になって
いました優待会員と不在会員の問題に
ついての件です。
3 月の第 2 例会時に皆さんにお計らい
し、その後コロナ騒動で今になってし
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まいました。長く帝陵におられた方でも、ご自分の仕事の具合や、ご家族の健康などの
理由で、心ならずもクラブ退会を考えておられる方に何とか救済の手を・・いう趣旨で、帝
陵クラブの内規の[付記]の第 3 条「
「不在会員、優待会員に対し、運営費 半額の 54,000 円
にする」
」・・と変更させていただきたいと思います。 理事会ではご承認を頂いていますの
で、この後 会長から皆さんのご承認を頂きたいと思います。

●GMT 委員長 Ｌ廣瀬裕平
出席率についてです。4 月 5 月はコロナ騒動で
例会はなくなりましたが、出席率は会長と相談
の上、100％とさせて頂きました。しかし平均
83％ということになり、一生懸命、欠席の場合は
メークアップを呼びかけましたが、結果この
ような状態になり、大変残念です。
会員の動向ですが、2 名の入会者、Ｌ中田の
紹介でＬ中山、Ｌ梶谷の紹介でＬ塚田のお二人
が増えましたが、退会がＬ豊満とＬ松本のお二人
が出て、その結果ププラス・マイナスがゼロとなりました。家族会員は当初 16 人だったの
ですが、3 人減という事になりました。
●GLT 委員長 Ｌ浅川靖弘
GLT 委員長として発表出来る事項は特にあり
ませんが、12 月の家族例会では、アフリカの
太鼓「マンデン・ジェンベ・アンサンブル」に
来て頂き、会場を盛り上げ、皆様に大変楽しん
で頂きました。

●PR 委員長 Ｌ杉野林一
3 項目の発表です。
１ 国際平和ポスターコンクールの件。
帝陵の担当は三校です。提出され
た作品は丸山小学校 162 作品
晴明丘小学校 203 作品
晴明丘南小学校 108 作品
この中から皆さんで選んで頂いたのは
丸山小学校 5 年生 奥野莉央さんの
作品で、この作品は 335-B 地区で
15

トップになりましたが、昨年度も丸山小学校の作品だったので、コスモスＬＣの
阪南小学校 山口真嬉さんの絵がカレンダーの作品として選ばれました。
２ 帝陵のクラブ誌は 4 回 8 月第 2 例会 11 月第 2 例会(CN55 記念例会)
2 月第 2 例会
6 月第 1 例会に発行致しました。
３ CN55 周年記念誌は 6 月第 1 例会で皆様にお配りしました。これには記念誌委員会の
方々をはじめ、クラブメンバー皆さんのご協力を頂き、誠に有難うございました。
また、事務局の鈴木さんには大変助けて頂いた事をご報告致します。
●市民・社会福祉委員長 Ｌ東博史
環境保全についてですが、コロナ騒動のため
大和川の清掃奉仕は出来ませんでした。社会奉仕
についても、街の清掃奉仕も考えましたが、年明
けから，ずいぶん世の中の事情が変わり、実行出
来ませんでした。
ライオンズクラブは世界的に展開し，アメリカが
中心で、そのアメリカにコロナの影響が激しく出
たため、すべての活動が滞り、我々の成果も得ら
れませんでした。でもメンバーの皆さんの心の中では、頑張って頂いたと思います。
●ライオンズクエスト委員長 Ｌ長生忠之
委員長として発表することはございませんが、Ｌ家根本と一緒に
セミナーに出席し、非常に熱心なクラブ、熱心な方々がおられるの
に啓発を受けました。得た成果は今後チャンスがあれば、生かして
行きたいと思っています。

●環境保全・アラート委員長 Ｌ畑谷明彦
委員長として報告する事項はございません。
Ｌ東博史からも説明がありましたが、大和
川の清掃予定が入っていたのですが、
コロナ事情で清掃奉仕が延期になり、更に
そのコロナが深刻化、今年は大和川清掃
奉仕は結局中止になりました。
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●献血奉仕委員長 Ｌ小林繁昭
この 1 年間、私は献血委員長として務めま
したが、実は名前だけの影の委員長で、実質的
で本当の委員長は L 廣瀬でした。
毎回 準備、セッティングから最後の片付けまで
Ｌ廣瀬がやってくれました。有難うございます。
今期目標が 15 回でしたが、コロナ・ウイルス
のため、13 回しか出来ませんでした。
6 月 26 日金曜日にあべの献血ルームの奉仕が
その最終回になります。最終回ですので皆さんの
ご協力をお願い致します。
熱い中、寒い中、雪の中、傘をさしての雨の中での献血奉仕、有難うございました。
今回、総費用が 486,106 円、景品は 1 回が 150～160 コの準備をさせて頂きました。その景
品の費用は、1 コは 230 円～250 円の単価という計算になります。受付人数は 1360 名で
最終の 6 月 26 日の献血奉仕で、受付総人数が 1500 名になれば有難い・・と願っています。
今回、コロナのために追手門学院大学の献血 3 日間が抜けたのが, 大きなマイナス要因で、
更に阪南小学校の献血で目標約 60～70 名がなかったのも残念です。
来期、献血委員長はＬ廣瀬です。気合が入っています。多分 2,000 人を目標にされておられ
るのではないかと思います。皆さんと一緒に協力して行こうではないでしょうか・・・
●親睦・姉妹提携委員長 Ｌ臼井敏雄
今期、体調不良で長い間休ませて頂き、皆さま
にご迷惑を掛けして、申し訳ありません。
森山会長から、是非ともとお声がかりがあり、
55 周年記念ゴルフ大会はご皆さまのご協力の
おかげで、何とか乗り越えることができまし
た。しかしチャーターナイト式典や高山岊城
さんとのゴルフコンペやＬ東の TLG にも不参加
申し訳ありません。体調の事もありお許し下さい。
● YCE 委員

Ｌ中田勝利 (松尾雅泰欠席)

YCE 委員会は 7 月から翌年の 9 月まで
14 か月担当する委員会なのです。去年
21 名のヨーロッパからの YE 生が来て、
去年の委員さんと一緒に取り組み一緒に
行動、その対応の要領を学びました。
白浜や犬鳴山温泉、USJ 等に行き、10 日
間のキャンプを過ごし勉強するわけです。
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実はＬ廣瀬のお孫さんが、この夏の YE 生として立候補され、行先もほぼ決まりかけていた
のですが、コロナのために YE 生の派遣も受け入れも中止となりました。このため、2 月か
ら委員会や打ち合わせの会は全て中止となりました。昨年、コロナ騒動が起きる前、4 リジ
ョンで 1 名 帝塚山 LC で受け入れて頂いています。11 月 26 日頃に来日，約 1 ヶ月日本
におられました。ニュージーランドの男前の青年で、今は大学生になっているそうです。な
お、次の受け入れＬＣは大阪なみはやＬＣです。

★新旧役員バッチの交換

★幹事報告 Ｌ斉藤満弘
大阪南ＬＣの次期ゾーンチェアパーソン
Ｌ鳥山からこのようなフェイスシールド
がメンバー数届いています。
仕事などでご使用ご希望の方は、事務局
までお申し込み下さい。Ｌ鳥山のご厚意に
よるものです。
先ほど、会則委員長Ｌ武輪から説明があり
ましたが、会則 内規第 3 条の不在会員、優
待会員の運営費を半額の 54,000 円にする案
では理事会で承認を頂いていますが、この例
会で承認の決議を頂きたく、会長から決議を
頂くようお願いいたします。
付記
第３条 会員

不在会員、優待会員に対し、運営費 半額の 54,000 円にする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
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★ アワードのピン授与
L 臼井敏雄

⦿

6 月 30 日、MJF 10 口以上のクラブが、リーガロイヤルホテルで表彰予定。
代表してＬ森山哲郎、Ｌ斎藤満弘、Ｌ中田勝利が出席、表彰を受けます。
そして、7 月の例会で皆さんにご披露致します。

★TLG マンスリー会からの報告

Ｌ東 博史

明日、TLG のマスリー大会が開催出来ることになり
ました。ただ会食が出来ませんのが、成績報告があります
ので、楽しくプレイして下さい。

★ 食事
乾杯の音頭は Ｌ中田勝利
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★ 出席率の発表及びファイン＆ドネーションの発表

★ 「また会う日まで」斉唱

★ライオンズ・ロアー
昭和 21 年生まれ
左より

Ｌ臼井
Ｌ平松
Ｌ浅川
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Ｌ鎌田友晴

例会ドネーション
令和 2 年 6 月 23 日
1
2

Ｌ．藤田 健次
Ｌ．臼井 敏雄

3
4
5

Ｌ．藪内 優典
Ｌ．鎌田 友晴
清
Ｌ．松本
Ｌ．田中 洋治
Ｌ．浅川 靖弘
Ｌ．杉野 林一

6
7
8

9 Ｌ．梶谷 信廣
10 Ｌ．畑谷 明彦
11 Ｌ．平井 百次
12 Ｌ．東
博史
13 Ｌ．小林 繁昭

於：天王殿

長期の欠席申し訳ありませんでした。これからも新型コロナ対応の活動
しかできませんが、よろしくお願い致します。
最終例会 役員の皆様一年間ご苦労さまでした！
役員の皆様一年間ご苦労さまでした！
会長、幹事、理事、委員長の皆さん一年間ご苦労さまでした。
会長、幹事他役員の皆様、一年間お疲れさまでした。

今期下半期はコロナ禍もあり大変だったと思いますが、会長、役員の皆
様ご苦労さまでした。
森山会長はじめ役員の皆様一年間お疲れさまでした。
年次例会、役員の皆さん、一
役員の皆さん、一年間お疲れさまでした。コロナかカラロか
年次例会、
役員の皆さん、一
年間お疲れさまでした。コロナかカラロか
知りませんがひどいウイルスですね。日々注意していきましょう。
知りませんがひどいウイルス
ですね。日々注意していきましょう。

14 Ｌ．武輪 興治
15 Ｌ．岡本 棟夫
16 Ｌ．中田 勝利

このように盛大に最終例会行える事は喜びです。会長・幹事・会計・理
事の皆様お疲れさまでした。

17 Ｌ．渡邊 利幸
18
19
20
21

Ｌ．中村 哲也
Ｌ．廣瀬 裕平
Ｌ．松尾 雅泰
明
Ｌ．平松

22 Ｌ．森山 哲郎
23 Ｌ．家根本正志
24 Ｌ．長生 忠之
25 Ｌ. 斉藤 満弘
26 Ｌ．石橋 源三

森山会長、ご苦労さまでした。
森山丸、一年間ご苦労さまでした。無事今期が終わり、気を引き締めて
森山丸、一年間ご苦労さまでした。無事今期が終わり、気を引き締めて
今後もウイ・サーヴ、ウイ・スマイルでライオンズを盛り上げよう！
今後もウイ・サーヴ、ウイ・スマイルでライオンズ
を盛り上げよう！
森山会長一年間ご苦労様でした。途中コロナの件もあり不完全燃焼かも
しれないけど素晴らしい会長だったと思います。
夏に向かって走れ、ガンバレ！
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27 Ｌ．藤原 成樹
28 Ｌ. 豊田 太平
29 Ⅼ. 塚田 恭嗣
30 Ⅼ. 中山
合 計

先日、父の日に子供達から手書きの似顔絵をもらいました。いつまでも
もらえたらいいなと感じました。

大

今年は 3,000 円で許してください。
125,000
125
,000 円

出席者数

メークアップ

修正出席率

24 名

0名

85.7％
5.7％

日時
場所

第１３４５
１３４５回
４５回例会
令和２年
１２時
１５分～
分～１４
１４時
００分
令和２年７月７日（火） １２
時１５
分～
１４
時００
分
都ホテル大阪天王寺
都ホテル
大阪天王寺

司会 ＬＴ

★ ゴングの引継ぎ
前会長Ｌ森山哲郎から今期会長Ｌ浅川靖弘へ
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Ｌ石橋源三

★ライオンズの誓い
Ｌ森山哲郎
前期 1 年間、皆様方のお力添えいだき無事に任期
を終えることが出来ました。有難うございます。
今期からクラブの 1 員として社会奉仕に精進して
まいります。それでは「ライオンズの誓い」ご唱和を。

★ 会長挨拶 Ｌ浅川靖弘
今期、会長を務めさせて頂くことになりま
した。すごく緊張しております。この 1 年
間、何か一つか二つ心に残る仕事を・・
と願って頑張るつもりですので、皆様の
ご協力をお願い致します。
今日部屋の入口に、封筒に入れたフェイス
ガードを置かしてだきました。本日の例会
目標として、全員にこのフェイスガードを
着用して頂き例会を行いたいと思います。
東京でコロナ感染者が 100 人を超える日が
続き、大阪でも 7 人の感染者が出たそうで
す。コロナ禍の第２波がいつ来るか分かりません。そのような状態ですので、本日は、
フェイスガード例会を実行したいと思ったわけです。皆様のご協力有難うございます。
★ 第 57 期の運営基本方針の説明 会長Ｌ浅川靖弘
国際会長テーマ
≪We Serve≫
地区ガバナー中谷豊重(岸和田ＬＣ)
地区ガバナースローガン
《おもいを伝え 新しい扉をひらこう ～クラブは主人公～》
会長テーマ 《目標を持つ 実行する われわれは奉仕する》
新しい時代と言われている今日、例会運営も新しい方法が必要になります。この時代の
例会運営を安全にするにはどうすればいいでしょうか。 アクティビィティはどう行うか。
新しい社会貢献を模索し実行するには、皆様のご意見ご協力を頂き、前向きに努め【クラブ
員の心を密】に全員参加で進めて行きたいと思います。
今期 4R リジョン・チェアパーソンとしてＬ東博史が就任、Ｌ梶谷信廣が GMT 委員に就
任されます。当クラブ全員で応援していきますので、宜しくお願い致します。
23

★ 第 57 期 役員・理事・委員長の紹介
Ｌ浅川靖弘
会長 Ｌ浅川靖弘から役員・理事・委員長の紹介がありました。
★ 第 57 期 予算の説明
財務委員長 Ｌ臼井敏雄
第 57 期の予算案の運営費の部の説明です。
収入の部では、前期繰越金が 1,589,668 円と沢山
残していただきました。それに運営積立定期預金
から 1,000,000 円を入れて予算を組みました。
支出の部は、前期の数字を調整して、組ませてい
ただきました。
事業費は、前期繰越金 1,202,657 円とこれも沢
山残して頂きましたので、色々な形でアクティビ
ィティの予算組みをさせて頂きました。
会食費及び CN60 周年積立金についても、
ご覧のように予算を組ませていただきました。
ただ、期首のメンバー数ですが、42 名で正会員が 29 名、内 終身会員 1 名、名誉会員 1 名
家族会員 13 名で計算していますが、先ほどの臨時理事会で、1 名退会が承認されましたの
で、正会員が 28 名になり、この分、数字が変更されていませんので、ご了承お願い致致し
ます。

★ 年間の行事予定の説明 会長 Ｌ浅川靖弘
年間の行事予定はＬ浅川会長より説明される。
● 第 57 期運営基本方針、予算案、年間行事予定
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
★ 第 57 期会計報告 前会計 Ｌ藤原成樹

会計報告をするＬ藤原成樹
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★第 56 期会計監査報告 前会計監査委員長 Ｌ薮内優典

会計監査報告をするＬ薮内優典

●第 56 期会計監査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
★ 運営委員会・各委員長の紹介 第 1 副会長 Ｌ長生忠之
委員長を紹介するＬ長生忠之
会則・長期計画・リサーチ委員長
GMT・計画・クラブサクセス委員長

Ｌ斎藤満弘
Ｌ中村哲也

例会運営・大会参加委員長
財務 委員長
MC・会報・記録・IT 委員長
例会運営・大会参加委員長

Ｌ家根本正志
Ｌ臼井敏雄
Ｌ藤原成樹
Ｌ家根本忠之

★ 奉仕員会・各委員長の紹介 第 2 副会長 廣瀬裕平
市民・社会福祉委員会
Ｌ畑谷明彦
YCE・レオ・LCIF 委員会
Ｌ中田勝利
ライオンズクエスト・社会奉仕委員会
Ｌ武輪興治
環境保全・アラート委員会
Ｌ田中洋治
献血奉仕・アクティビィティ委員会
Ｌ廣瀬裕平
今期会長はアクティビィティに力を入れるとおっし
いました。頑張りますので宜しくお願いします。
★特別委員会・各委員の紹介 会長 Ｌ浅川靖弘
親睦・姉妹提携・慰霊委員会
会計監査委員会
CN56 周年記念委員会
顧問会

Ｌ薮内優典
Ｌ鎌田友晴
Ｌ森山哲郎
Ｌ森山哲郎
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委員長を紹介するＬ廣瀬裕平

★地区役員・委員の紹介
任命書の授受

４Ｒリジョン・チェアバーソンＬ東博史

GMT 委員 Ｌ梶谷信廣

★ ４Ｒリジョン・チェアパーソン Ｌ東 博史 の挨拶
今期リジョン・チェアパーソンを拝命致しました。身に余
る大役です。クラブではＬ藤田、Ｌ臼井が就任され、4 リジ
ョンを取り纏められました。すごくプレッシャーを感じてい
ますが、1 年間頑張って参る所存です。
昨日、リジョン・チェアパーソン会議があり、LCIF コーディ
ネーター文面の中で、4 リジョン中、南ＬＣ、すみのえＬＣ
と我が帝陵クラブの 3 クラブが、寄付の金額が大きい場合、
クラブの承認を得て、その金額の 15％が使える対象クラブになりました。
4 リジョン１ゾーンに一つ新しいクラブが誕生しました。コネクト・ライオンズクラズと
言います。１ゾーンは 6 クラブになったわけです。
それから、東住吉・平野ライオンズ・クラブに，支部が 5 名で結成されました。
更に、2 ゾーンで大和川ライオンズ・クラブがボーイ・スカウト 5 名を集めて 1 つ支部を創
られました。以上報告です。
★ ４Ｒ地区 GMT 委員 Ⅼ梶谷 信廣 の挨拶
今期、Ｌ東博史リジョン・チェアパーソンの下, 地区の
GMT 委員拝命しました。1 年間頑張って参ります。
7 月 3 日、リジョン会議に出席し、退会防止とメンバー
の純増１名は絶対条件という方針を云われました。
退会防止は、例えば出席出来なくても、賛助会員の制度
を活用して、退会の防止に努めてほしい・・・とのこと。
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★今月の誕生日のお祝い
ＬＬ浅川

Ｌ中田

Ｌ塚田

Ｌ斉藤

★ 幹事報告
前期幹事 Ｌ斉藤満弘

★ TT の活躍

ＬＬ小林

今期幹事 Ｌ家根本正志

Ｌ中田勝利 と Ｌ豊田太平
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★ 出席率の発表

Ｌ中村哲也

★ファイン&ドネーションの発表

★ライオンズロアー

Ｌ臼井敏雄

Ｌ梶谷信廣 と Ｌ東博史
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例会ドネーション
令和 2 年 7 月 7 日
1
2
3
4
5
6

Ｌ．藤田 健次
Ｌ．臼井 敏雄
Ｌ．藪内 優典
Ｌ．鎌田 友晴
Ｌ．田中 洋治
Ｌ．浅川 靖弘

7

Ｌ．杉野 林一

8

Ｌ．梶谷 信廣

9

Ｌ．畑谷 明彦

10 Ｌ．平井 百次
11 Ｌ．東
博史
12 Ｌ．小林 繁昭
13 Ｌ．武輪 興治

於：都シティ大阪天王寺

今期、会計を仰せつかりました。よろしくお願い致します。
今月より浅川丸いよいよ出航です。宜しくお願いします！
コロナ禍の中で出発！理事の皆さん、頑張ってください。
新会長として初めての例会。私に務まるか不安ですが、少しでもお役に
立てる様頑張ります。よろしくお願いします。
きょうはタナバタです。でも残念ながら雨です。九州では雨の為大変な
被害です。心配です。
新型コロナウイルス、梅雨時で大変な時期、浅川丸の出航 1 年間の無事
を祈る。
コロナ問題、そして九州大雨洪水、波乱含みの門出となりましたね。
会長、役員の皆様、頑張ってください。
会長、役員の皆様、コロナに負けず頑張りましょう。
第 57 期浅川丸の出航おめでとうございます。理事役員の皆様一丸となっ
て頑張っていってください。
57 期役員の皆様、よろしくお願いします。
さあ～！第 57 期Ｌ浅川会長のチームが出発です。ビヨンド・コロナ！負
けるな！

14 Ｌ．岡本 棟夫
15 Ｌ．中田 勝利

九州の被災が心配です。浅川会長 1 年間、よろしくお願いします。

16 Ｌ．中村 哲也
17 Ｌ．廣瀬 裕平

何かと忙しくしています。

18 Ｌ．松尾 雅泰
明
19 Ｌ．平松
20 Ｌ．森山 哲郎

浅川会長、頑張れ！
今日は七夕の日ですが、安心安全を願いたいのですが、また今年も九州
で大きな災害が発生しました。コロナの終点もままならないのに被災さ

21 Ｌ．家根本正志

れお亡くなりなった方々にお悔みとお見舞いを申し上げます。またクラ
ブの皆様にはご自愛頂きます様に。
帝陵ライオンズクラブ第 57 期（第 1345 回例会）これより新年度例会が

22 Ｌ．長生 忠之

始まります。皆さま 1 年間無欠席で頑張りましょう。
今回の九州豪雨災害で亡くなられた方、心よりお悔み申し上げます。
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23 Ｌ. 斉藤 満弘
24 Ｌ．石橋 源三
25 Ｌ．藤原 成樹
26 Ｌ．豊田 太平
27 Ｌ．塚田 恭嗣
大
28 Ｌ. 中山
合 計

雨に向かって、乗り越えて走ろう
梅雨の時期ですが、九州地方が毎日川の氾濫、堤防決壊が続いています。
50 年に一度の大雨が 4 年連続続いているようです。
今日は七夕ですね。九州は大雨で本当に大変ですね。今や日本全国どこ
で起こっても不思議ではないですね。
皆さんコロナの影響はどうでしょうか？舞台やエンタメ界は全滅です！
7 月 7 日七夕に 57 期スタート、よろしくお願いします。
まだまだ新人ですので許してください。
128,000 円

出席者数

メークアップ

修正出席率

26 名

0名

89.7％
89.7％

第 57 期 第 673 回理事会議事録
日時

：2020 年 7 月 14 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分

場所

：事務局

理事

：Ｌ臼井敏雄

Ｌ浅川靖弘

Ｌ中村哲也

Ｌ廣瀬裕平

Ｌ松尾雅泰

Ｌ森山哲郎

Ｌ家根本正志

Ｌ長生忠之

Ｌ斉藤満弘

Ｌ石橋源三

Ｌ藤原成樹

（オブザーバー：Ｌ東 Ｌ梶谷）

会員数（7／1 現在） 42 名内 正会員 29 名 終身会員 1 名 名誉会員 1 名 家族会員 13 名

司会 幹事：家根本正志
・出席者数の確認
・開会の挨拶

会長：浅川 靖弘

議案
1. 第 57 期運営計画について
承認
2.

奉仕活動年間計画について
・薬物乱用防止講座（阿倍野区５中学校へ打ち合わせに行く）
・献血奉仕
・小児がん患者（ホスピス・癒し犬）
・たんぽぽ作業所お食事会
・国際平和ポスター
報告
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3.

献血アクティビティ予定表
あべの献血ルームの当番表による実施の説明
承認

4.

九州南部豪雨災害緊急支援物資調達について
アラート委員会から緊急支援協力要請が来ていますので次回理事会で協
議致します。
報告

5.

職務訪問表敬訪問 6 クラブ合同納涼例会について
3,000 円臨時会費として徴収
承認

6.

阿倍野区社会福祉協議会について
当クラブ代表として L 中村が出席する
報告

7.

その他
・クラブ・地区活性化指示について Ｌ東より説明
・役員必携・第 59 版必携 注文（11 月配送予定）
・内規変更の件、会則委員会で協議すること

日時
場所

第１３４６
１３４６回
４６回例会
令和２年
１５日
（水）
１８時
００分～
分～２０
２０時
３０分
令和２年７月１５
日（水
） １８
時００
分～
２０
時３０
分
ホテルモントレグラスミア大阪
ホテルモントレグラスミア大阪
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★ 6 クラブ会長の開会宣言
6 クラブ会長がそれぞれ開会宣言を
する。

帝陵はホストのため最後の６番目
に開会宣言をするＬ浅川靖弘

★地区役員・地区委員の紹介
Ｌ家根本正志

RC・ZC 地区役員・地区委員 お名前
クラブ・地区活性化コーデネーター
坂口博文
GST コーデネーター
佐野圭一
4R リジョン・チェアパーソン
4R1Z ゾーン・チェアパーソン

東博史
鳥山雅庸
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大阪南 LC
大阪すみのえ LC
大阪帝陵 LC
大阪南 LC

4R2Z ゾーン・チェアパーソン
クラブ・地区活性化委員
GST 委員
GLT 委員

勝田よしみ
吉田 俊朗
家永さつき
中田 素弘

大阪コスモス LC
大阪帝塚山 LC
大阪コスモス LC
大阪阿倍野 LC

GMT 委員
FWT 委員
LCIF 委員
MT・IT 委員

梶谷
藤原
山本
嶋谷

信廣
博子
栄利
優香

大阪帝陵 LC
大阪さくら LC
大阪なみはや LC
大阪帝塚山 LC

クラブ・PR 戦略対策委員
アラート委員
YCE・レオ委員
ライオンズ慰霊委員

新田
鷺岡
手塚
大和

秀幸
和徳
智久
隆司

大阪なみはや LC
大阪大和川 LC
大阪すみのえ LC
大阪東住吉平野 LC

★ 開会の挨拶 帝陵ＬＣ会長

Ｌ浅川靖弘

6 クラブ合同例会のご挨拶をさせていただきます。長く続きました雨も、今日はすこし落ち
着きました。早く梅雨が終わればいいなあ・・と感じます。 今年から、この合同納涼例会
に、大阪コネクトＬＣ様が加わり、このような盛大な例会になりましたことをお祝い申し上
げます。ただコロナの感染が報じられています。
皆様の健康のためにソーシャル ディスタンスを守り、また例会中 出来るだけマスク着
用をお願いいたします。そして楽しく意義のある例会にしてまいりましょう。
★ リジョン・チェアパーソンの挨拶

４Ｒ RC 東 博史

4 リジョンリジョンチェアパーソンを拝命いたしました
大阪帝陵ＬＣ東 博史でございます。
先ほどまで 1Z の会長・幹事会をしてまいりました。各クラ
ブの会長・幹事さんから今期の方針、事業計画をしっかりと
作って頂いていました。これで本当に安心した次第です。
これから皆さんもご一緒にその事業に向かって努力をお願
い致します。
今日は納涼例会を楽しみに来ました。
ところで新型コロナですが、1 月から大変な毎日が続きま
した。6 月の自粛解除まで皆さんは大変ご苦労をされたこと
だと思います。 例会時ズーム、ラインを使う等、新しい試
みで例会をされたクラブもあったようです。 その中で一番困ったことは、地区大会が出来
なかったこと、国際大会が中止になったことです。 そのため、国際会長が引継ぎ出来ず、
２年連続で就任されました。7 月に入り、豪雨の被害が広範囲に九州、特に熊本を中心に、
岐阜、長野県、更に島根県に迄におよび、今日現在、68 名の方々がお亡くなりになり、12
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名の方が行方不明という大災害になりました。335B 地区も、アラート委員会を中心に、4 リ
ジョンの皆様もご支援して頂きたいと思っています。
私達リジョン・チェアパーソンとゾーン・チェアパーソンは職務訪問をして、国際会長と地
区ガバナーの運営方針の説明をするのが大きな仕事ですが、来月地区ガバナーが来られます
ので、その時に、資料を皆様にお配りして、見て頂いて、しっかり対応していきたいと思い
ます。国際会長は昨年に引き続きジュンヨル・チョイ韓国・釜山第一ライオンズクラブ所属
の方です。たまたま、去年の 12 月に第一副国際会長が急遽お亡くなりになりました。この
亡くなられた第一副国際会長は「思いやり」
・・こういう言葉を強く残されました。
このような言葉を遺される方でしたので、心優しい方だったと思います。
この思いをベースにＬ中谷豊重地区ガバナーは【おもいを伝え 新しい扉をひらこう
～クラブは主人公～】という地区ガバナースローガンにされました。
クラブに対し、メンバーに対し、奉仕に対し、すべてに「思いやり」の心を込めて向き合っ
て頂きたいと・・願っておられるわけです。 例えば、335B 地区、或いは 4 リジョン全体
としてのセミナーとか講演は中止とし、クラブ単独の事業に照準を合わせて行きたいと思っ
ておられます。地区ガバナーの運営方針については後ほど 4R1Z 鳥山雅庸ゾーン・チェアパ
ーソンから細かく説明して頂きます。
先ほど浅川会長のご挨拶にありました様に、コネクトＬＣが一つ増えました。それと東住吉・
平野ＬＣに支部が出来、2 ゾーンに大和川ＬＣがボーイスカウトを中心に支部を 1 つ立ち上
げました。人数が増え本当に喜ばしいことです。
それから、地区活性化委員会から決定事項として、リジョンそしてゾーンの統合、合併につ
いてです。4 リジョンにはスモールクラブがいくつかありますので、活性化し、将来に向け
明るく強いクラブになって頂くため、進んで行きたく思っています。皆様のご理解をよろし
く願い致します。
最後になりますが、4 リジョンの方針としては、昨年と同じく、4 リジョンは一つという事
と、クラブを大切にして行こう、そしてメンバーを大切にして行こうと思っています。これ
はガバナーと同じ方針になると思います。どうか皆様方、健康に留意し、元気に明るく頑張
って頂けますよう祈っています。
★ゾーン・チェアパーソンの挨拶
4R 1Z ZC 鳥山 雅庸
リジョン・チェアパーソンＬ東から、国際会長
の方針だけでなく、前ガバナー方針も述べられま
したので、私の報告は、以下同文という事になり
ます。
コロナ騒動の真っ只中ですので、ソーシャルディ
スタンスを守り、ライオンズの中からコロナ患者
が出ないよう、皆さん気を付け、奉仕活動にご協
力頂き、
1 年間楽しく過ごしたいと思っています。
前期までは 5 クラブ合同の例会でしたが、
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今期より大阪コネクトＬＣが加わり、6 クラブ合同例会となり嬉しいかぎりです。呱呱の声
をあげられたばかりのコネクトさんを皆さんで優しく包み込んであげましょうよ。
今年の日本のライオンズクラブの方針は、一番下にガバナーがおり、一番上の頂点の部分に
各クラブの皆さんがいて、各クラブの意見を色々出して頂き、それを順次束ねて下におろし、
一番下のガバナーがその方針で進むという逆三角形の方針で今後進められます。従いまして、
皆さんどしどしご意見を役員さんや、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソン
に述べて頂きたいと思います。

★ 熊本の豪雨水害につき報告

アラート委員 Ｌ鷺岡和徳

7 月 5 日に 335B 地区のアラート委員長から
熊本の水害について支援の準備をして下さい・・
という指示がありました。
その時、タオル、マスクと消毒液の支援の可否を
各クラブに聞きました。1Z、2Z の沢山のクラブ
から、支援の申し出を頂いています。
ただ、必要な品物はなに？ 必要量は？ 受け入れ
先はどこ？ などの点について、現在調整中です。
被災地は混乱していて、ボランティアも県内だけ
だと聞き及んでいます。
従いまして、現地の複合地区で情報をまとめて、我々に連絡して
くれるのを待っている段階です。被害がまだまだ続きそうです。
今しばらくお待ち頂きたいと思います。
★幹事報告

6 クラブ幹事

6 クラブいずれも次回例会で幹事報告をすると伝える。
帝陵ＬＣ幹事 Ｌ家根本正志が発表する
★ 出席率の発表
大阪南ＬＣ

総会員数 31 名
大阪東住吉平野 LC
〃
14 名
大阪なみはやＬＣ
〃
33 名
大阪さくらＬＣ
〃
14 名
大阪コネクトＬＣ
大阪帝陵ＬＣ

〃
〃

出席者数 12 名
〃
9名
〃
21 名
〃
5名

23 名
41 名

〃
〃
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10 名
17 名

出席率
〃
〃
〃
〃
〃

80 %
82 %
63.2 %
27 %
45 %
66.7 %

★ 閉会宣言 6 クラブ会長がそれぞれ閉会宣言をする。
帝陵会長のＬ浅川は一番最後
に閉会宣言

第二部 納涼パーティ
★ 乾杯

乾杯の音頭はクラブ・活性化コーディネーター

★ TT の活躍

クイズの出題
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Ｌ坂口博文

37

★ ライオンズロアー

★閉宴の挨拶 大阪帝陵ＬＣ会長 Ｌ浅川靖弘
楽しく過ごしてきました本日の 6 クラブ
合同納涼例会、まだまだ続けたいと思います
が、このあたりで中締めとさせていただきた
いと思います。
色々大変な時期ですが、皆様ご健康に、そし
て事故のないようにお過ごしください。
本日はどうも有難うございました。
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例会ドネーション
令和 2 年 7 月 15 日
1
2
3
4
5

Ｌ．藤田
Ｌ．臼井
Ｌ．藪内
Ｌ．鎌田
Ｌ．田中

健次
敏雄
優典
友晴
洋治

6
7

Ｌ．浅川 靖弘
Ｌ．杉野 林一

8
9
10
11

Ｌ．梶谷
Ｌ．畑谷
Ｌ．平井
Ｌ．東

信廣
明彦
百次
博史

12
13
14
15

Ｌ．小林
Ｌ．武輪
Ｌ．岡本
Ｌ．中田

繁昭
興治
棟夫
勝利

於：ホテルモントレグラスミア大阪 23Ｆ
23Ｆ

6Ｃ合同例会、ホスト帝陵、成功させよう！
6 クラブ合同例会係の皆様ご苦労さまです。
杉の木は日本独自の木です。日本で一番多いのが杉の
のが杉の林です。…関係が
杉の木は日本独自の木です。日本で一番多い
のが杉の
林です。…関係が
ないですが…
6 クラブ合同納涼例会、楽しみます。
今日は久々合同例会ですね。

今日は職務訪問そして合同例会。役員の皆様 1 年間宜しくお願いします。

16 Ｌ．中村 哲也
17 Ｌ．廣瀬 裕平
18 Ｌ．松尾 雅泰
19 Ｌ．平松
明
20 Ｌ．森山 哲郎
21 Ｌ．家根本正志

本日は 6 クラブ合同納涼例会。ホストクラブ幹事として司会を行います。
良い経験をさせていただきます。

22 Ｌ．長生 忠之
23 Ｌ. 斉藤 満弘
24 Ｌ．石橋 源三
25 Ｌ．藤原 成樹
26 Ｌ．豊田 太平
27 Ｌ. 塚田 恭嗣
28 Ｌ. 中山
合 計

大
57,000 円
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出席者数

メークアップ

修正出席率

17 名

1名

66.7％
66.7％

クティビィティ
★ 献血奉仕
６月２６日(金)あべの献血ルーム KiZooNa で献血奉仕を行いました。
新人のＬ中山 大と
Ｌ塚田恭嗣も初めて献血奉仕に参加して頂きました。

コロナウイルス拡大を防ぐため、ティシュの手渡しをやめ、
「かご」に入れたティシュを取
って頂くようにしました。
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新型コロナウイルスによる例会の休会について
令和 2 年 4 月 7 日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令され、帝陵ライオンズ
クラブも例会を 4 月第 1・第 2、5 月第 1・第 2 例会を中止しました。
6 月からはレギュラー通りに戻りましたが、8 月からコロナの第 2 波の感染拡大のため中止
および延期が予定されています。
では、他のライオンズクラブはどのような対応をしているのでしょうか。335B 地区は共同
歩調をとっていると思いますが、日本の他の地域はどうでしょうか・・・
ライオン誌日本語版 2020 年 7・8 月号のコロナウイルス感染症の影響調査をご参考にして
頂きたいと思います。
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高山岊城ライオンズクラブより届いたお礼状
拝復 盛夏の候

貴クラブにおかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し

上げます。
この度は当地を襲った集中豪雨、土砂崩れの被害に際しまして、早々にご厚情あふ
れるお見舞い状を賜り、心より感謝いたしております。
おかげさまでメンバーの所には直接の被害はなく我々も安心しているところでござ
いますが、報道等でご存知の通り、周辺道路や家屋に被害が出ております。順次復旧
されると信じておりますが、まだ日数がかかるところもあるようです。
甚だ簡単ではありますが、取り急ぎお礼かたがたご報告申し上げます。
この度はありがとうございました。
またお会いできる時を楽しみにしております。
敬具

令和２年７月１４日
高山岊城ライオンズクラブ
会 員 一 同
大阪帝陵ライオンズクラブ
会員一同様
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廣瀬塾
Ｌ廣瀬 裕平
去年のラグビーワールドカップ、面白かったですね。
日本とスコットランドとの一戦で稲垣啓太が自分でも初めてのトライをしました。
パスを継いだのは堀江翔太でした。スクラム最前線 1 番 2 番の 2 人が何故あの場所にいた
のか？あの場所にいるはずのない 2 人がボールを継ぐ為にどれだけ走ったか？ひたむきに
チームの為にみんなの思いを継いだトライだったのです。
天理教の教えに「人をたすけて わが身たすかる」という言葉があります。人の為に尽くす
という心がけで行動していると結局それが自分に返ってきて、より良い人生を歩める様にな
る、という教えです。
ちょっとここからが私の考えです。
我々帝陵のメンバーは大小の差はあってもどこかにボランティアに対する意識があって、ラ
イオンズクラブという世界有数のボランティア団体に参加したのです。
しかし、最近我がクラブでは、アクティビティにそこそこにでも取り組んでいるとはとても
思えない様に見えます。ベテランは今更なぁ、中堅は面倒くさいなぁ、新人は食わず嫌いな
のか、例会には何とか出席できても年間通じてアクティビティ”０”という方も多数おられま
す。
今期は会長テーマに目標をもってアクティビティを皆でとあります。この主旨にのっとって
献血キャンペーンを当番制にしました。
天理教の教えで何らかの形で自分に返ってくるというは本当かどうかは判りませんが、先ず
ボランティアを始めてください。人の為に何かすることで得られる喜びは人間にとって最高
の喜びです。見返りがどうのこうのいう事はすっかり念頭から去って充実感だけが残ります。
いい汗かいて美味しいビール飲みましょう。
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阿倍野雑学その
阿倍野雑学その 41
阿部仲麻呂
今回の阿倍野雑学は、従来とは趣を変えた視点で取り上げます。
小倉百人一首でお馴染みの「天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも」で有
名な作品は阿倍仲麻呂の歌です。阿倍仲麻呂は 19 歳の時,遣唐使で中国の唐の国に渡り、73
歳で亡くなるまでずっと唐で生活していたのに、この歌は何時つくったのでしょうか・・・
唐に渡った仲麻呂は太学で学び、優秀な成績で卒業、科挙にも合格、唐の玄宗に仕えました。
彼は博学多識で、積極的に仕事をするので、玄宗に可愛がられ、
「晁衝」の名を賜りました。
主として文学畑の役職を務めたため、李白や王維などと深い付き合いをし、当時の唐詩人の
作品に仲麻呂に関する記事が載っているそうです。
仲麻呂は第 9 次(717 年)の遣唐使でしたが、第 10 次の遣唐使(733 年)が来唐した時には長安
で彼らの世話を担当、一緒には帰国せず、唐に残りました。 翌年この遣唐使一行は 4 隻の
船で帰国の途に、でも第 1 船のみが種子島に漂着、残りの 3 隻は難破、第 1 船に乗ってい
た吉備真備と玄昉は助かり帰国できました。 難破した 3 隻のうち 第 2 船は漂流のすえ、
福建方面に何とか上陸でき、彼らは再び長安に帰って来ました。 是非、無事に帰国させた
いと仲麻呂は奔走、一行はもう一度日本に向け出帆できましたが、再び難破、今度は崑崙国
(現在のベトナム南部)に漂着、現地で捕えられたり、殺害されて、幸運にも残った平群大成
ら 4 人が再び長安に。今度も阿部仲麻呂の努力により渤海経由で日本に帰国することが出
来ました。 阿倍仲麻呂は玄宗の覚えも宜しく、752 年には衛尉少卿という位に昇進。 丁
度この年に第 12 次遣唐使一行が唐に来ました。仲麻呂は唐の皇帝から遣唐使の対応を命じ
られ、役目を務めながら、望郷の念を抱き帰国許可を玄宗に申し出ますが、容易には許可が
出ません。でも頑張りました。すでに在唐 35 年、第 12 次遣唐使のリーダー藤原清河とと
もに翌 753 年に帰国許可が出て、明州で開かれた彼の送別の宴で、友人である王維等の前
で日本語で [天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に・・・]とうたった歌だとす
るのが定説になっています。これには異説もありますが、仲麻呂の望郷の念があふれていま
す。
ハティン省
さて、仲麻呂や清河を乗せた船団は 4 隻、現在の屋久島に向けて出発しましたが、途中暴
風にあい、仲麻呂と清河の乗る第 1 船は南方に流されます。丁度第 10 次遣唐使の第 2 船が
流されたと同じようなコースをたどり漂流を続け、幸いにも安南に漂着しました。 乗船者
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の一部はここで襲撃されて死亡、仲麻呂と清河は無事逃れて、唐の影響下
にあったベトナムの現在のハティン省に入り、755 年に再び長安に戻りま
した。 仲麻呂たちが台風に遭ったことを知らされた人たちは阿倍仲麻呂
も遭難していたと信じ、非常に残念に思い、李白は有名な 7 言絶句「哭晁
卿詩」をつくり、兄弟のように親しかった友情を歌っています。長安に戻っ
た仲麻呂は帰国を望みましたが、唐朝は行路が危険であることを理由に帰
国を認めず、そのまま唐に残留、官途に就き、次々に位も上がり 766 年に
は安南節度使を授けられました。
そして、770 年１月に 73 歳の生涯を閉じました。中国では配偶者は太学在
学中に初婚、その後出世して高位家の娘と 2 回目の結婚をしていると言われています。彼の
訃報は、遣唐使によって日本に伝えられましたが、一族の人数が少ないので、葬儀は十分に
行えず、遺族に絁(太い絹糸)100 疋 綿 300 屯が贈られたという記録が「続日本紀」(779 年)
あります。
遣唐使は第１次が 630 年で、唐が滅亡するまで合計 20 回程度送られました。この遣唐使に
ついて「こんな危険を冒す必要はないよ」と唱え廃止させたのが あの菅原道真です。
遣唐使船の復元したものが奈良平城京にあり、長さ 30 メートル 幅は 7～8 メートルで鉄
釘は使用せず，平板を接ぎ合わせて作られています。 舵は船尾に大きく突き出していて、
嵐の大波で舵を取られる可能性が高く,漂流の原因になってしまいます。
一艘の乗組員は 130
人から 150 人、外交官の大使と副使の他に、陰陽師や医師、その他留学生と学僧が乗ってい
ました。遣唐使の派遣は、正に国を挙げての壮大なプロジェクトでした。

平城京跡にある復元された遣唐使船
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船尾にある舵は船外に突出しているので嵐の波でとられてしまう可能性が高く、漂
流の大きな原因になっていました

奈良市五条町 唐招提寺東口バス停の西 阿部仲麻呂の碑

裏面には

「天の原ふりさけみれば春日なる
原ふりさけみれば春日なる
三笠の山に
三笠の山に出でし
の山に出でし月かも」
出でし月かも」
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（LION 誌 2020 年 3-4 月号より掲載）

会員募集のご案内
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