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国際会長：国際会長：国際会長：国際会長：ジュジュジュジュンヨル・チョインヨル・チョインヨル・チョインヨル・チョイ    

    ((((釜山第一ライオンズクラブ・韓国釜山第一ライオンズクラブ・韓国釜山第一ライオンズクラブ・韓国釜山第一ライオンズクラブ・韓国    ））））    

国際会長テーマ国際会長テーマ国際会長テーマ国際会長テーマ    

《《《《    ＷｅＷｅＷｅＷｅ    ＳｅｒｖｅＳｅｒｖｅＳｅｒｖｅＳｅｒｖｅ    》》》》    

    

３３５－Ｂ地区ガバナー３３５－Ｂ地区ガバナー３３５－Ｂ地区ガバナー３３５－Ｂ地区ガバナー                                                            

    中谷中谷中谷中谷    豊重豊重豊重豊重    （（（（    岸和田岸和田岸和田岸和田 LCLCLCLC    ））））    
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《《《《おもいを伝えおもいを伝えおもいを伝えおもいを伝え    新しい扉をひらこう新しい扉をひらこう新しい扉をひらこう新しい扉をひらこう    

～クラブは主人公～～クラブは主人公～～クラブは主人公～～クラブは主人公～    》》》》    

    

    ３３５―Ｂ地区３３５―Ｂ地区３３５―Ｂ地区３３５―Ｂ地区    ４Ｒ１Ｚ４Ｒ１Ｚ４Ｒ１Ｚ４Ｒ１Ｚ    

大阪帝陵ライオンズクラブ大阪帝陵ライオンズクラブ大阪帝陵ライオンズクラブ大阪帝陵ライオンズクラブ    

会長会長会長会長    ::::    浅川浅川浅川浅川    靖弘靖弘靖弘靖弘    

第５第５第５第５７７７７期期期期    会長テーマ会長テーマ会長テーマ会長テーマ    

《《《《    目標を持つ目標を持つ目標を持つ目標を持つ    実行する実行する実行する実行する    われわれは奉仕するわれわれは奉仕するわれわれは奉仕するわれわれは奉仕する    》》》》    
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            第第第第 57575757 期期期期    第第第第 674674674674 回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録    
 

日時   ：2020 年 8 月 11 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分 

場所   ：阿倍野産業会館 3Ｆ 

理事   ：Ｌ臼井敏雄  Ｌ浅川靖弘   Ｌ中村哲也  Ｌ松尾雅泰  Ｌ森山哲郎   

Ｌ家根本正志  Ｌ長生忠之  Ｌ石橋源三  Ｌ藤原成樹   

（オブザーバー：Ｌ東 Ｌ梶谷） 

  

会員数（8／1 現在） 41 名内 正会員 28 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 

    

    

議案議案議案議案    

1.1.1.1.    7777 月度の会計報告月度の会計報告月度の会計報告月度の会計報告    

                                                                                                                                     承認 

    

2.2.2.2.    令和令和令和令和 2222 年年年年 7777 月豪雨災害緊急支援金について月豪雨災害緊急支援金について月豪雨災害緊急支援金について月豪雨災害緊急支援金について    

10 万円支援                             承認 

 

3.3.3.3.    職務訪問・表敬訪問職務訪問・表敬訪問職務訪問・表敬訪問職務訪問・表敬訪問 6666 クラブ合同納涼例会会計報告についてクラブ合同納涼例会会計報告についてクラブ合同納涼例会会計報告についてクラブ合同納涼例会会計報告について    

別紙参照                              承認 

 

4.4.4.4.    Ｌ小林の不在会員申請についてＬ小林の不在会員申請についてＬ小林の不在会員申請についてＬ小林の不在会員申請について    

承認 

    

5.5.5.5.        2020202020202020----2021202120212021 年度上半期諸経費会費について（第年度上半期諸経費会費について（第年度上半期諸経費会費について（第年度上半期諸経費会費について（第 66666666 回地区年次大会決議事項）回地区年次大会決議事項）回地区年次大会決議事項）回地区年次大会決議事項）    

・複合地区会費 

（正会員 45,240 円 家族会員 7,020 円 ライオン誌料 50,829 円） 

・地区会費 

（正会員 147,900 円 家族会員 33,150 円 調整金額 6,800 円） 

・2025 年大阪関西万博協力金 14,500 円 PR 協力金 14,500 円）   

承認 
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6666....        ライオンズクラブメンバーが新型コロナウイルスに感染した場合の対応についてライオンズクラブメンバーが新型コロナウイルスに感染した場合の対応についてライオンズクラブメンバーが新型コロナウイルスに感染した場合の対応についてライオンズクラブメンバーが新型コロナウイルスに感染した場合の対応について    

9 月 1 日例会にて検討  

    

7.7.7.7.        オンライン利用について（例会・理事会）オンライン利用について（例会・理事会）オンライン利用について（例会・理事会）オンライン利用について（例会・理事会）    

    

8.8.8.8.    335335335335 複合地区複合地区複合地区複合地区 LCIFLCIFLCIFLCIF セミナー開催についてセミナー開催についてセミナー開催についてセミナー開催について    

9 月 14 日（月）14：00～16：00 ホテル日航大阪 5Ｆ 

登録料 3,000 円/1 人 RC 東 Ｌ浅川 Ｌ森山              報告 

    

9.9.9.9.    阿倍野社会福祉協議会会費納入について阿倍野社会福祉協議会会費納入について阿倍野社会福祉協議会会費納入について阿倍野社会福祉協議会会費納入について    

審議 

    

10.10.10.10.    南大阪ラグビースクール練習用具の寄付南大阪ラグビースクール練習用具の寄付南大阪ラグビースクール練習用具の寄付南大阪ラグビースクール練習用具の寄付についてについてについてについて    

審議 

    

11.11.11.11.    SSSSOCIO TIES SHOWAOCIO TIES SHOWAOCIO TIES SHOWAOCIO TIES SHOWA スポーツクラブの寄付にスポーツクラブの寄付にスポーツクラブの寄付にスポーツクラブの寄付についてついてついてついて    

審議 

    

12121212....    ””””ニューホープニューホープニューホープニューホープ””””メンバー推薦についてメンバー推薦についてメンバー推薦についてメンバー推薦について    

            Ｌ塚田 恭嗣 を推薦                                                                                    承認 

 

13131313....    ””””ようこそようこそようこそようこそ MMMMy Club”y Club”y Club”y Club”    カルチャーカードについてカルチャーカードについてカルチャーカードについてカルチャーカードについて    

承認 

            

14.14.14.14.    新会員のサポートについて新会員のサポートについて新会員のサポートについて新会員のサポートについて    

        Ｌ塚田恭嗣  Ｌ中山 大 へのサポート方法 

承認 

    

15.15.15.15.    薬物乱用防止に関する実施の方法薬物乱用防止に関する実施の方法薬物乱用防止に関する実施の方法薬物乱用防止に関する実施の方法    

ポスター：各中学校一枚 

小冊子 ：各クラス 1 部 

承認 

16.16.16.16.    その他その他その他その他    

・東洋東南アジア・フォーラム 10 月 29 日（土）～11 月 1 日（日） 中止 

・内規の変更      次回 

・事務局電話買い替え  ￥5.206           

        

配布予定 
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★ 会長挨拶  L 浅川靖弘   

   新型コロナウイルス感染防止のため 8

月の第 1・第 2 例会は中止になり、地区ガバ

ナーの公式訪問も延期になりました。台風も

8 号、9 号と続き、10 号も沖縄に近づきつつ

あるそうです。 

コロナに対しても、感染を恐れ、我々は何もし

ないでいるよりも、感染予防をしっかりして、

皆さんが集まる例会を頑張って開催していこ

うと思っています。どうかご協力をお願い致

します 

 

★ 司会進行はライオン・テーマーの L 石橋源三 

 

 

 

 

 

 

★8 月の誕生日 

 L 鎌田、L 杉野、L 長生    

   （L 臼井、L 平松欠席） 

 LL 平井、LL 東、LL 廣瀬、 

    (LL 中山欠席) 

 

 9 月の誕生日は該当者なし 

 

 

 

 

 

第第第第１３１３１３１３４９４９４９４９回回回回例会例会例会例会    

日時日時日時日時        令和２令和２令和２令和２年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（火）火）火）火）    １４１４１４１４時時時時００００００００分～分～分～分～１５１５１５１５時時時時３０３０３０３０分分分分    

場所場所場所場所        阿倍野産業会館阿倍野産業会館阿倍野産業会館阿倍野産業会館    ３階３階３階３階    
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★ 幹事報告 L 家根本正志 

 

  7 月分 

7／3 地区 GMT 委員会  キャビネット事務局  L 梶谷 

7／6 RC・ ZC 会議    ホテル日航大阪    L 東 

7／7 臨時理事会     都シティ天王寺 L 臼井、L 浅川  

                     L 中村、L 廣瀬、 

L 森山 L 家根本、 

L 長生 L 斎藤、 

L 石橋、L 東 L 梶谷 

7／7 第一例会      都シティ天王寺 

7／14 理事会       事務局     L 臼井、L 浅川、L 廣瀬 

                     L 松尾、L 森山、L 家根本 

                     L 長生、L 斎藤、L 石橋、L 藤原、L 東 

                     L 梶谷、委員長メンバーL 田中、L 中田 

 

7／15 第一回会長・幹事会  ホテルモントレ―グラスミア大阪  

                     L 東、L 浅川、L 家根本 

 

7／15 第二例会       ホテルモントレ―グラスミア大阪 

  ４RRC・ZC 職務訪問、地区役員・委員表敬訪問  

  ４A1Z 6 クラブ合同納涼例会 

 

7／20 第一回キャビネット会議 リーガロイヤルホテル   L 東、L 梶谷 

 

7／21  2Z 第一回会長・幹事会 ホテルモントレ―グラスミア大阪 L 東 

 

7／27  第一回リジョン会議   都シティ大阪天王寺     L 東、L 梶谷 

 

7／31  YCE・レオ委員会                  L 中田 

 

  8 月分 

8／11  第 674 回理事会     阿倍野産業会館 3F          

                                          L 臼井、L 浅川、L 中村、L 松尾、L 森山 

                     L 家根本、L 長生、L 石橋、L 藤原、L 東 

                     L 梶谷 
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◎ 会計報告  

   会計の L 臼井が欠席のため、L 田中が 

   7 月度の会計報告をする。 

      ・・・・・・・・・・例会承認 

◎ 令和 2 年 7 月豪雨災害緊急支援金 

 10 万円支援・・・・・・・・例会承認 

◎ 職務訪問・表敬訪問 6 クラブ合同納涼例会 

   会計報告・・・・・・・・・例会承認 

◎ L 小林の不在会員申請について 

・・例会承認 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 2020～2021 年度上半期諸経費会費について 

◉ 複合地区会費  

 (正会員 45,240 円 家族会員 7,020 円 ライオン誌料 50,820 円) 

◉ 地区会費  

 (正会員 147,900 円 家族会員 33,150 円、調整金額 6,800 円) 

◉。2025 年大阪関西万博協力金 14,500 円 PR 協力金 14,500 円 

                  ・・・・・・・・・例会承認 

◎ は第 674 回理事会議事録をご参照下さい) 

 

                                         

 9 月行事予定 

9／3   TLG 会             奈良ロイヤル CC      8：10 スタート   

9／8  理事会             阿倍野産業会館 3F    14：00～15：30 

9／8   CN56 打合せ          阿倍野産業会館 3F    15：30～ 

9／15  第二例会             ＫＫＲホテル           18：00～20：30    

9／18 第一回ＣＮ56 準備委員会      事務局         13：30～15：00 

9／25 献血奉仕            あべの献血ルーム    10：00～16：00 

★ ライオンズのメンバーが新型コロナウイルスに感染した場合の対応について 

L 浅川会長より説明 
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★、GMT 委員会からの報告   

L 梶谷信廣 

 

  GMT 委員の本来の目的は、集約すれ

ば会員の維持と増強です。要するに前年度

の会員数を保持し、更にそれを上回る会員

数にすることです。そのためには GMT 委

員会だけではなく、他の委員会やリジョ

ン・チェアパーソンやゾーン・ゾーンチェ

アパーソンとの緊密な協力が必要です。そ

して、メンバー一人一人が一人の新人を誘

う「アスク 1 運動」の推進が必要です。同時に退会の防止活動も大切です。335－B 地区は

大阪府と和歌山県をカバーしていますが、地区全体で、前期 1098 名の入会があり、退会が、

722 名、計 376 名の増員という事になります。  今期に入り、335B 地区 1～12 リジョン

7 月末 1 ヶ月入会が 91 名、退会 71 名で、20 名の仲間が増えたわけです。 

  

今、クラブ・地区活性化コーデネーターにより推進中の議案があります。「クラブ・地区の

強靭・活性化」のための活動です。 

内容は、1 リジョンは現在 3 ゾーンにより構成されていますが、1 ゾーン減らし、2 ゾーン

の構成に。 

3 リジョンは、現在 2 ゾーンから構成されていますが、2 つを統合、1 ゾーンにして、我々

の 4 リジョンの 1 ゾーンと 2 ゾーンを一つにまとめ 、3 リジョン 2 ゾーンにする。という

案です。 それでは 4 リジョンは如何に？・・・という問題もありますが、その他、8 リジ

ョンと 11 リジョンも俎上に上がり、最終的には 10 リジョン、1 クラブ 50 人体制が目標ら

しいですが、どうなるのでしょうか？？？  紆余曲析が予想されますが、スモールクラブ

を減らすため頭をひねっておられるようです。 

 

では今期、335B 地区 4 リジョンのメンバーの状態はどうでしょうか・・下の図表を参考に 

してください。 

 

R Z クラブ名 正会員 常に例会出席者 家族会委員 期首会員 

 

 

4 

 

1 大阪南 LC 22 22 9 31 

1 大阪東住吉 LC 19 11 1 20 

1 大阪帝陵 LC 28 24 13 41 

1 大阪さくら LC 18 13 18 36 

1 大阪なみはや LC 44 33 0 44 

1 大阪 CONECT LC 24  0 24 

1 ゾーン合計 155 103 41 196 
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R Z クラブ名 正会員 常に例会出席者 家族会委員 期首会員 

 

 

4 

2 大阪阿倍野 LC 24 22 5 29 

2 大阪帝塚山 LC 13 12 5 18 

2 大阪すみのえ LC 33 21 24 57 

2 大阪大和川 LC 30 17 4 34 

2 大阪コスモス LC 21 15 8 29 

2 ゾーン合計 121 87 46 167 

  4 リジョン合計 276 190 87 363 

  

★ T・T の活躍  L 鎌田友晴と L 平井百次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 出席率の発表  L 中村哲也     ★ ファイン&ドネーションの発表 L 平井百次 
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「また会う日まで」斉唱              ★ライオンズ・ロアー L 杉野 

    

例会ドネーション例会ドネーション例会ドネーション例会ドネーション     

令和令和令和令和 2222 年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日        於：阿倍野産業会館於：阿倍野産業会館於：阿倍野産業会館於：阿倍野産業会館 3333 階階階階    

1111    Ｌ．藤田Ｌ．藤田Ｌ．藤田Ｌ．藤田    健次健次健次健次        

2222    Ｌ．臼井Ｌ．臼井Ｌ．臼井Ｌ．臼井    敏雄敏雄敏雄敏雄        

3333    Ｌ．藪内Ｌ．藪内Ｌ．藪内Ｌ．藪内    優典優典優典優典        

4444    Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田    友晴友晴友晴友晴    9/3 9/3 9/3 9/3 ＴＬＧＴＬＧＴＬＧＴＬＧ    ガンバリます。ガンバリます。ガンバリます。ガンバリます。    

5555    Ｌ．田中Ｌ．田中Ｌ．田中Ｌ．田中    洋治洋治洋治洋治    コロナ禍の中の例会、理事の皆さんご苦労さまです。コロナ禍の中の例会、理事の皆さんご苦労さまです。コロナ禍の中の例会、理事の皆さんご苦労さまです。コロナ禍の中の例会、理事の皆さんご苦労さまです。    

6666    Ｌ．浅川Ｌ．浅川Ｌ．浅川Ｌ．浅川    靖弘靖弘靖弘靖弘    コロナの為例会が出来ないでコロナの為例会が出来ないでコロナの為例会が出来ないでコロナの為例会が出来ないで 8888 月は終わりました。今日は会食無しでの月は終わりました。今日は会食無しでの月は終わりました。今日は会食無しでの月は終わりました。今日は会食無しでの

例会。少しでも前向きにできる事から進めましょう。例会。少しでも前向きにできる事から進めましょう。例会。少しでも前向きにできる事から進めましょう。例会。少しでも前向きにできる事から進めましょう。    

7777    Ｌ．杉野Ｌ．杉野Ｌ．杉野Ｌ．杉野    林一林一林一林一    ＮＨＫの朝ドラマ「エール」の古関裕而作曲「ライオンズの歌」は「六ＮＨＫの朝ドラマ「エール」の古関裕而作曲「ライオンズの歌」は「六ＮＨＫの朝ドラマ「エール」の古関裕而作曲「ライオンズの歌」は「六ＮＨＫの朝ドラマ「エール」の古関裕而作曲「ライオンズの歌」は「六

甲おろし」よりずっと後に作曲されたものです。甲おろし」よりずっと後に作曲されたものです。甲おろし」よりずっと後に作曲されたものです。甲おろし」よりずっと後に作曲されたものです。    

88888888 歳米寿のお祝い、有難うございました。歳米寿のお祝い、有難うございました。歳米寿のお祝い、有難うございました。歳米寿のお祝い、有難うございました。    

8888    Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷    信廣信廣信廣信廣    暑かった暑かった暑かった暑かった 8888 月も過ぎこの暑さはもう少し続きそう．．．ご自愛ください。月も過ぎこの暑さはもう少し続きそう．．．ご自愛ください。月も過ぎこの暑さはもう少し続きそう．．．ご自愛ください。月も過ぎこの暑さはもう少し続きそう．．．ご自愛ください。    

9999    Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷    明彦明彦明彦明彦        

11110000    Ｌ．平井Ｌ．平井Ｌ．平井Ｌ．平井    百次百次百次百次    残暑厳しい中、マスクは大変です。残暑厳しい中、マスクは大変です。残暑厳しい中、マスクは大変です。残暑厳しい中、マスクは大変です。    

11111111    Ｌ．東Ｌ．東Ｌ．東Ｌ．東        博史博史博史博史    次期日本の総理大臣はどなたに？次期日本の総理大臣はどなたに？次期日本の総理大臣はどなたに？次期日本の総理大臣はどなたに？    

11112222    Ｌ．小林Ｌ．小林Ｌ．小林Ｌ．小林    繁昭繁昭繁昭繁昭    連日猛暑日が続きますが、熱中症に注意（経口補水液）を摂りましょう連日猛暑日が続きますが、熱中症に注意（経口補水液）を摂りましょう連日猛暑日が続きますが、熱中症に注意（経口補水液）を摂りましょう連日猛暑日が続きますが、熱中症に注意（経口補水液）を摂りましょう    

11113333    Ｌ．武輪Ｌ．武輪Ｌ．武輪Ｌ．武輪    興治興治興治興治        

11114444    Ｌ．岡本Ｌ．岡本Ｌ．岡本Ｌ．岡本    棟夫棟夫棟夫棟夫        

11115555    Ｌ．中田Ｌ．中田Ｌ．中田Ｌ．中田    勝利勝利勝利勝利    まだ暑いですが、頑張ろう。まだ暑いですが、頑張ろう。まだ暑いですが、頑張ろう。まだ暑いですが、頑張ろう。    

11116666    Ｌ．中村Ｌ．中村Ｌ．中村Ｌ．中村    哲也哲也哲也哲也    ちょっとバテ気味ですが、何とか乗り越えよう！ちょっとバテ気味ですが、何とか乗り越えよう！ちょっとバテ気味ですが、何とか乗り越えよう！ちょっとバテ気味ですが、何とか乗り越えよう！    
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11117777    Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬    裕平裕平裕平裕平    9999 月からは頑張らないと。月からは頑張らないと。月からは頑張らないと。月からは頑張らないと。    

18181818    Ｌ．松尾Ｌ．松尾Ｌ．松尾Ｌ．松尾    雅泰雅泰雅泰雅泰        

19191919    Ｌ．平松Ｌ．平松Ｌ．平松Ｌ．平松        明明明明        

22220000    Ｌ．森山Ｌ．森山Ｌ．森山Ｌ．森山    哲郎哲郎哲郎哲郎    コロナ感染拡大がなかなか収まりませんが、皆様には十分ご自愛いただコロナ感染拡大がなかなか収まりませんが、皆様には十分ご自愛いただコロナ感染拡大がなかなか収まりませんが、皆様には十分ご自愛いただコロナ感染拡大がなかなか収まりませんが、皆様には十分ご自愛いただ

きます様に、私はもうきます様に、私はもうきます様に、私はもうきます様に、私はもう 2222 回ＧＯ回ＧＯ回ＧＯ回ＧＯ    ＴＯトラベルを使いました。ＴＯトラベルを使いました。ＴＯトラベルを使いました。ＴＯトラベルを使いました。    

21212121    Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志    とりあえず例会が行えます。次回以後も何事もなく会合が開けますこととりあえず例会が行えます。次回以後も何事もなく会合が開けますこととりあえず例会が行えます。次回以後も何事もなく会合が開けますこととりあえず例会が行えます。次回以後も何事もなく会合が開けますこと

を願います。を願います。を願います。を願います。    

22222222    Ｌ．長生Ｌ．長生Ｌ．長生Ｌ．長生    忠之忠之忠之忠之    またまたまたまた 9999 月中旬の連休に、小林さんに頼んで旅行計画しています。どこへ月中旬の連休に、小林さんに頼んで旅行計画しています。どこへ月中旬の連休に、小林さんに頼んで旅行計画しています。どこへ月中旬の連休に、小林さんに頼んで旅行計画しています。どこへ

いこうかなぁ？いこうかなぁ？いこうかなぁ？いこうかなぁ？    

23232323    ＬＬＬＬ. . . . 斉藤斉藤斉藤斉藤    満弘満弘満弘満弘        

24242424    Ｌ．石橋Ｌ．石橋Ｌ．石橋Ｌ．石橋    源三源三源三源三        

25252525    Ｌ．藤原Ｌ．藤原Ｌ．藤原Ｌ．藤原    成樹成樹成樹成樹        

26262626    Ｌ．豊田Ｌ．豊田Ｌ．豊田Ｌ．豊田    太平太平太平太平        

27272727  ＬＬＬＬ. . . . 塚田塚田塚田塚田    恭嗣恭嗣恭嗣恭嗣        

28282828    Ｌ．中山Ｌ．中山Ｌ．中山Ｌ．中山        大大大大        

    合合合合    計計計計    100,000100,000100,000100,000    円円円円    

    

出席者数出席者数出席者数出席者数    メークアップメークアップメークアップメークアップ    修正出席率修正出席率修正出席率修正出席率    

16161616 名名名名    5555 名名名名    84848484％％％％    

    

    

第第第第 57575757 期期期期    第第第第 675675675675 回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録    
日時   ：2020 年 9 月 8 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分 

場所   ：阿倍野産業会館 3Ｆ 

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藤原成樹   

（オブザーバー：Ｌ東 博史  Ｌ梶谷信廣）   

  

会員数（9／1 現在） 41 名内 正会員 28 名 終身会員 1 名 名誉会員 1 名 不在会員 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 

    

議案議案議案議案    

1.1.1.1.    8888 月度の会計報告月度の会計報告月度の会計報告月度の会計報告                                                                                                        承認    
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2222．．．．9999 月献血奉仕について月献血奉仕について月献血奉仕について月献血奉仕について    

日程：9 月 25 日（金）10 時～16 時 

粗品：金沢甘味ゼリー3 個一組 

金額：220 円(税込み)×180 個＝39,600 円 

次回：10 月 5 日（月）午前 栄光時計（株）お礼 10,000 円 

承認 

3.3.3.3.    国際平和ポスター画用紙代について国際平和ポスター画用紙代について国際平和ポスター画用紙代について国際平和ポスター画用紙代について    

34,144 円÷4 クラブ＝8,536 円 

承認 

4.4.4.4.    ゾーン会費ゾーン会費ゾーン会費ゾーン会費    

         2,000 円×29 名（6 月末期首会員）＝58,000 円                報告 

            

5.5.5.5.    薬物乱用防止冊子提供の出費について薬物乱用防止冊子提供の出費について薬物乱用防止冊子提供の出費について薬物乱用防止冊子提供の出費について    

阿倍野区内 5 中学校へ冊子配布  126,000 円拠出予定 

承認 

6.6.6.6.    参道芳名提灯について参道芳名提灯について参道芳名提灯について参道芳名提灯について    

            1 灯 5 万円   

   提灯設置期間 令和 2 年 12 月 27 日～1 月 15 日（正月） 

          令和 3 年 7 月 15 日～8 月 1 日（住吉祭） 

承認 

7.7.7.7.    その他その他その他その他    

・阿倍野社会福祉協議会会費 10,000 円について              承認 

 

・南大阪ラグビースクール練習用具の寄附について 

   49,510 円（テント３Ｍ、名入れ簡易テント、テント量り等）     承認 

 

・SOCIO TIES SHOWA スポーツクラブの寄附について 

   50,789 円（夜間トレーニング時の環境改善用品、ラインカー等）   承認 

 

・ヘアードネーションについて                      報告 

 

・城阪勝喜国際理事会アポインティ就任祝賀会について 

   10 月 10 日（土）式典 16：00～17：30 

           祝宴 18：00～20：30 

           ＲＣ東 Ｌ浅川 20,000 円(祝含む)×2 名       承認 

 

・10 月 28 日（水）地区ガバナー公式訪問合同例会予定            報告 
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★ライオンズの誓い     L 中村哲也 

 

 

 

 

★ 会長挨拶 L 浅川靖弘 

  前回の例会は、阿部野産業会館の 3 階で、食事 

もなしで皆さん集まって頂きました。 

今回は KKR ホテルの会場で、やっとこのような例

会を開くことが出来ました。 

コロナのために、世の中なかなか思うように前に進

みません。しかし、少しずつでも歩みを続けなけれ

ば・・と思い、本日この KKR ホテルで開催したと

ころ、皆さんも多数ご参加頂き有難うございます。

今回は、L 中田のご紹介で萬代政勝様が例会に参加

していただきました。 是非我々の仲間に入って頂

きたいと思います。 

       

挨拶をする萬代政勝様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第１３１３１３１３５０５０５０５０回回回回例会例会例会例会    

日時日時日時日時        令和２令和２令和２令和２年年年年９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火）火）火）火）    １８１８１８１８時時時時００００００００分～分～分～分～２０２０２０２０時時時時３０３０３０３０分分分分    

場所場所場所場所        KKRKKRKKRKKR ホテル大阪ホテル大阪ホテル大阪ホテル大阪    ３階３階３階３階    
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★幹事報告   L 家根本正志   

幹事報告は普通 毎月の第一例会で致しますが、前回、質問等があり、未承認の懸案があ

り、この場で一括、皆さんのご承認を再度頂きたいと思います。  

 いずれも理事会での承認は頂いています。 

◉ 9 月 25 日の献血奉仕  

 金沢甘味ゼリー3 個    39,600 円 

 10 月 5 日の献血奉仕 栄光時計 お礼  10,000 円 

◉ 阿倍野社会福祉協議会会費      10,000 円 

◉ 南大阪ラクビースクール練習用具寄付 9,510 円 

◉ SOCITO TIES SHOWA スポーツクラブ寄付 50,789 円 

 

◉ 阿倍野福祉協議会会費        10,000 円（この件につき前回質問があり会長は

色々調べましたが、問題なしとの結論にいたりました。） 

◉ 国際平和ポスター画用紙代      8,536 円 

◉ 薬物乱用防止冊子提供        126,000 円 

    (阿倍野区内の中学校で毎年薬物乱用防止講座を開催していますが、今年はコロナ

のために開催出来ず、代わりに薬物乱用防止冊子 1,015 冊を配布) 

◉ 参道芳名提灯                50,000 円 

◉ 城阪勝喜国際理事会アポインティ就任祝賀会について 

                       40,000 円・ 

               以上・・・・・・・・・・・・・・以上一括 例会承認 

 

★ 優待会員と不在会員の会費について  会長 L 浅川靖弘 

  内規に不記載だった部分を書き換え、文章にして理事会に諮り、その結果を例会で報告

させていただきます。 

 

★ LCIF セミナーの報告  L 森山哲郎 

 

 昨日 LCIF セミナーがあり、今期 

も 100 ドル献金を前期に引き続き、 

帝陵 28 名全員ご協力頂きたいと言 

われました。 

クラブ献金で 5,000 ドル以上の場合、 

この 15％が取崩して 15 年間クラブ 

でアクティビィティに活用出来るので 

周年のチャーターナイトなどでこの 

制度を利用すればいいと思います。 
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また、企業献金という 1,000 ドル 

の寄付制度があり、企業さんにお願いして頂きたい・・・という事です。 

 

★ リジョン・チェアパーソンからの報告 

  リジョン合同で前期までは、講演会や人が集まる催し物を色々していましたが、今年は 

コロナの問題があり、このような催し物が出来ません。そこで、今期はゴルフを開催するこ

とに致しました。 朝だけコンペをして、コロナの危険性を排除するため、後半会食はなし、 

こんなゴルフ会をすることに 

今日決まりました。色々と検討 

した結果です。 

日は 11 月 25 日（水）。  

場所は飛鳥カントリークラブで

す。ご案内状は数日後にお配り致

します。ゴルフをされない方も、 

当日お手伝い、ご協力をお願いい

たします。 

 次に、L 城阪勝喜 元ガバナー 

が国際理事会アポインティになら 

れた説明です。アポインティというのは国際会長の側近で 6 名おられます。通常は国際会長

経験者がする職務で、その中の一人として選ばれた方です。現在のジョンヨル・チョイ国際

会長の側近として 1 年間務められます。 

今日、緊急の会議の主たる目的は、日本ライオンズ大学校が設立され、335-B 地区が日本全

体のライオンズの中から、発信役になり、トップバッターとして、講師例会を立ち上げ推進

して行こう・・という事になりました。 だいたい講演会の講師は一般的にはお金を払って

来てもらうのですが、日本全国には 10 万人のライオンズ、335-B 地区でも 6800 人のメン

バーがいます。その中には素晴らしい経済人とか、珍しい資格を持った方がおられます。 

それらの 方々を日本全体的に登録し、講師とし

て各クラブに派遣、30 分の講演をしてもらうと

いう企画を検討。 そのために各クラブから最低

1 名の方を推薦して頂こうという話し合いの会で

した。 

 

★ 食事の前の乾杯の音頭 L 薮内優典 

               

 

乾杯の前に一言発言する L 薮内 
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★  TT の活躍     L 斉藤満弘        L 梶谷信廣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT は色々なメンバーに発言を求めました。 
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★「また会う日まで」斉唱 

 

名司会のライオン・テーマー L 石橋源三 
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例会ドネーション例会ドネーション例会ドネーション例会ドネーション     

令和令和令和令和 2222 年年年年 9999 月月月月 15151515 日日日日        於：ＫＫＲホテル大阪於：ＫＫＲホテル大阪於：ＫＫＲホテル大阪於：ＫＫＲホテル大阪    3333 階「曙」階「曙」階「曙」階「曙」    

1111    Ｌ．藤田Ｌ．藤田Ｌ．藤田Ｌ．藤田    健次健次健次健次        

2222    Ｌ．臼井Ｌ．臼井Ｌ．臼井Ｌ．臼井    敏雄敏雄敏雄敏雄        

3333    Ｌ．藪内Ｌ．藪内Ｌ．藪内Ｌ．藪内    優典優典優典優典        

4444    Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田    友晴友晴友晴友晴        

5555    Ｌ．田中Ｌ．田中Ｌ．田中Ｌ．田中    洋治洋治洋治洋治    コロナ禍の中の例会、ご苦労さまです。コロナ禍の中の例会、ご苦労さまです。コロナ禍の中の例会、ご苦労さまです。コロナ禍の中の例会、ご苦労さまです。    

6666    Ｌ．浅川Ｌ．浅川Ｌ．浅川Ｌ．浅川    靖弘靖弘靖弘靖弘    久しぶりの夜例会です。コロナで何もできないですが、少しずつでもで久しぶりの夜例会です。コロナで何もできないですが、少しずつでもで久しぶりの夜例会です。コロナで何もできないですが、少しずつでもで久しぶりの夜例会です。コロナで何もできないですが、少しずつでもで

きる事から始めていきましょう。きる事から始めていきましょう。きる事から始めていきましょう。きる事から始めていきましょう。    

7777    Ｌ．杉野Ｌ．杉野Ｌ．杉野Ｌ．杉野    林一林一林一林一    少し秋らしくなってきました。大阪城は昭和少し秋らしくなってきました。大阪城は昭和少し秋らしくなってきました。大阪城は昭和少し秋らしくなってきました。大阪城は昭和 6666 年に市民年に市民年に市民年に市民のドネーションのドネーションのドネーションのドネーション

で再建されました。当時の金でで再建されました。当時の金でで再建されました。当時の金でで再建されました。当時の金で 250250250250 万円。その内万円。その内万円。その内万円。その内 50505050 万円は住友家が寄付万円は住友家が寄付万円は住友家が寄付万円は住友家が寄付

しているそうです。しているそうです。しているそうです。しているそうです。    

8888    Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷    信廣信廣信廣信廣    ここここここここ 2222～～～～3333 日で朝夕は随分と涼しくなり、早くも秋到来、過ごしやすくな日で朝夕は随分と涼しくなり、早くも秋到来、過ごしやすくな日で朝夕は随分と涼しくなり、早くも秋到来、過ごしやすくな日で朝夕は随分と涼しくなり、早くも秋到来、過ごしやすくな

りました。りました。りました。りました。    

9999    Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷    明彦明彦明彦明彦    ようやく少し涼しくなりましたが、新型コロナの季節はまだまだ続きそようやく少し涼しくなりましたが、新型コロナの季節はまだまだ続きそようやく少し涼しくなりましたが、新型コロナの季節はまだまだ続きそようやく少し涼しくなりましたが、新型コロナの季節はまだまだ続きそ

うですね。うですね。うですね。うですね。    

11110000    Ｌ．平井Ｌ．平井Ｌ．平井Ｌ．平井    百次百次百次百次        

11111111    Ｌ．東Ｌ．東Ｌ．東Ｌ．東        博史博史博史博史    今日は久々の夕食例会楽しみに来させて頂きました！しっかり飲むぞ！今日は久々の夕食例会楽しみに来させて頂きました！しっかり飲むぞ！今日は久々の夕食例会楽しみに来させて頂きました！しっかり飲むぞ！今日は久々の夕食例会楽しみに来させて頂きました！しっかり飲むぞ！    

11112222    Ｌ．小林Ｌ．小林Ｌ．小林Ｌ．小林    繁昭繁昭繁昭繁昭    夕食例会はワイワイ楽しく飲みましょう。夕食例会はワイワイ楽しく飲みましょう。夕食例会はワイワイ楽しく飲みましょう。夕食例会はワイワイ楽しく飲みましょう。    

11113333    Ｌ．武輪Ｌ．武輪Ｌ．武輪Ｌ．武輪    興治興治興治興治        

11114444    Ｌ．岡本Ｌ．岡本Ｌ．岡本Ｌ．岡本    棟夫棟夫棟夫棟夫        

11115555    Ｌ．中田Ｌ．中田Ｌ．中田Ｌ．中田    勝利勝利勝利勝利    この前の例会は暑かったですが、めっきり朝晩涼しくなりました。この前の例会は暑かったですが、めっきり朝晩涼しくなりました。この前の例会は暑かったですが、めっきり朝晩涼しくなりました。この前の例会は暑かったですが、めっきり朝晩涼しくなりました。    

本日は、萬代さん、例会訪問（本日は、萬代さん、例会訪問（本日は、萬代さん、例会訪問（本日は、萬代さん、例会訪問（2222 回目）有難うございます。回目）有難うございます。回目）有難うございます。回目）有難うございます。    

11116666    Ｌ．中村Ｌ．中村Ｌ．中村Ｌ．中村    哲也哲也哲也哲也    皆さん、お元気ですか？皆さん、お元気ですか？皆さん、お元気ですか？皆さん、お元気ですか？    

11117777    Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬    裕平裕平裕平裕平        

18181818    Ｌ．松尾Ｌ．松尾Ｌ．松尾Ｌ．松尾    雅泰雅泰雅泰雅泰        

19191919    Ｌ．平松Ｌ．平松Ｌ．平松Ｌ．平松        明明明明        

22220000    Ｌ．森山Ｌ．森山Ｌ．森山Ｌ．森山    哲郎哲郎哲郎哲郎    久々の夜例会、楽し屋盛り上っていきましょう、コロナを吹っ飛ばせ！久々の夜例会、楽し屋盛り上っていきましょう、コロナを吹っ飛ばせ！久々の夜例会、楽し屋盛り上っていきましょう、コロナを吹っ飛ばせ！久々の夜例会、楽し屋盛り上っていきましょう、コロナを吹っ飛ばせ！    

21212121    Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志    コロナ流行で休止していた夜例会。今期初めて、楽しみましょう。コロナ流行で休止していた夜例会。今期初めて、楽しみましょう。コロナ流行で休止していた夜例会。今期初めて、楽しみましょう。コロナ流行で休止していた夜例会。今期初めて、楽しみましょう。    

22222222    Ｌ．長生Ｌ．長生Ｌ．長生Ｌ．長生    忠之忠之忠之忠之    今度の連休、旅行行きます。今度の連休、旅行行きます。今度の連休、旅行行きます。今度の連休、旅行行きます。    

23232323    ＬＬＬＬ. . . . 斉藤斉藤斉藤斉藤    満弘満弘満弘満弘    夏が過ぎ、秋に向かって走っていこう夏が過ぎ、秋に向かって走っていこう夏が過ぎ、秋に向かって走っていこう夏が過ぎ、秋に向かって走っていこう    

24242424    Ｌ．石橋Ｌ．石橋Ｌ．石橋Ｌ．石橋    源三源三源三源三    ＫＫＲホテルの例会はＫＫＲホテルの例会はＫＫＲホテルの例会はＫＫＲホテルの例会は 4444 月の大阪城の桜が満開の日にもう一度開催お願月の大阪城の桜が満開の日にもう一度開催お願月の大阪城の桜が満開の日にもう一度開催お願月の大阪城の桜が満開の日にもう一度開催お願

いします。いします。いします。いします。    

25252525    Ｌ．藤原Ｌ．藤原Ｌ．藤原Ｌ．藤原    成樹成樹成樹成樹        
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26262626    Ｌ．豊田Ｌ．豊田Ｌ．豊田Ｌ．豊田    太平太平太平太平        

27272727  ＬＬＬＬ. . . . 塚田塚田塚田塚田    恭嗣恭嗣恭嗣恭嗣        

28282828    Ｌ．中山Ｌ．中山Ｌ．中山Ｌ．中山        大大大大        

    合合合合    計計計計    100,000100,000100,000100,000    円円円円    

    

出席者数出席者数出席者数出席者数    メークアップメークアップメークアップメークアップ    修正出席率修正出席率修正出席率修正出席率    

19191919 名名名名    3333 名名名名    88888888％％％％    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

★ 例会開会に先立ち国際平和ポスターの作品選考。メンバー全員から推薦の 2 作品を投票

で決めて頂くものです。 

                選考風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第１３１３１３１３５１５１５１５１回回回回例会例会例会例会    

日時日時日時日時        令和２令和２令和２令和２年年年年１０１０１０１０月月月月６６６６日日日日（（（（火）火）火）火）    １２１２１２１２時時時時１５１５１５１５分～分～分～分～１３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    

場所場所場所場所        都シティ大阪天王寺都シティ大阪天王寺都シティ大阪天王寺都シティ大阪天王寺    ５階５階５階５階    
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★  開会宣言       浅川靖弘会長の開会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 国旗に敬礼 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ ライオンズの誓い L 平松 明 
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★ 会長挨拶  L 浅川靖弘 

  10 月 6 日は布袋草の日だそうです。奈良の 

本薬師寺の布袋草が有名で、5～6 年前に家内 

と行き、よかったのでもう一度見に行こうと行っ

たのですが、今年はコロナ騒動で植え付けなかっ

た・・とのことで、残念な思いを致しました。 

ところで、昨日 心斎橋の栄光時計さんで献血 

奉仕をして、私も含め 8 人の方々に協力して頂き

ました。 

それから阿倍野区の中学校校に薬物乱用防止 

講座の冊子 1050 冊用意し、現物が届きましたの 

で、「青少年育成・教育奉仕委員会」の委員の皆さんで、各学校に届けていただく‥という

事で、話が進んでいます。コロナ騒動の最中でも、ボツボツですが、奉仕活動を前に進めて

います。これからも皆さんのご協力をお願い致します。 

 

★ LCIF アワード表彰       L 森山哲郎が LCIF アワード表彰を受けウォー 

 

  我々のクラブは LCIF の 

 優秀なクラブです。 

 昨年度の会長に表彰状が届い 

 ています。 

 

 

 

 

 

 

★ 今月の誕生日のお祝い     

L 田中洋治 傘寿のお祝い          L 松尾雅泰  LL 臼井   LL 杉野   
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★ ご結婚日節のお祝い（50 年)     L 臼井敏雄 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

★ 幹事報告  L 家根本正志 

  幹事報告は 9 月の理事会議事録をお読み

頂きたいと思います。10 月の行事予定です

が、28 日に地区ガバナーの公式訪問と 6 クラ

ブ合同例会がホテルモントレ―グラスミア大

阪で、10 月 28 日の午後 3 時 15 分から開催

致します。 

最初のお知らせでは、臨時会費 2,000 円を徴

収と発信致しましたが、費用はなしで撤回 

致します。335－B 地区のアラート委員長か

らアラートチームのメンバー追加募集のお知

らせが来ています。積極的に参加頂くようお

願い致します。 

 

★ TLG からのご案内  L 中村哲也 

 

    10 月 22 日開催のゴルフコンペのお知ら 

    せをする L 中村哲也 
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★ 国際平和ポスターの選出発表 L 藤原成樹 

   例会入り口に掲示した 16 作品の中から、皆さんの投票の結果、この 2 作品を帝陵の

推薦する作品として決定致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 「4R 合同コロナ感染防護服支援・補助犬育成支援チャリティゴルフ大会」のお知らせ 

           L 東 博史 

 

11 月 25 日水曜日 表題のゴルフコンペを行

います。27 日の予定でしたが、キャビネット

関係や帝陵の献血奉仕の関係など、他のクラ

ブとも調整し 25 日に決定いたしました。皆

さんのご協力をお願い致します。 

100 名 25 組の予定で申し込んでいますが、 

160 名までのキャパシティで抑えておられる

そうで、ノンライオンの方々にも声をかけて

頂きたいと願っています。会食なしで、チャ

リテイという目的を理解して頂ければ、大き

な成果が得られると期待しています。 

10 月 19 日に地区ガバナー諮問委員会があり 

ます。8 月 3 日の予定がコロナの関係でずれたものです。 

それから、25 日４R1Z 地区ガバナー公式訪問 6 クラブ合同例会がホテルモントレーグラス

ミア大阪で開催されますが、ガバナーをお呼びして 6 クラブ合同の例会は、今年が最後にな

ります。 来年から、1R と 2R が一緒になり、3R と 4R が一緒になります。 
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★ LCIF の 100 ドル献金のお願い L 森山哲郎 

 

100 ドル献金の運動を推進していきたいと思っ

ています。10 月の第 2 例会は合同になるので、

11 月の第 1 例会でご賛同頂ける方は是非 100 ド

ルの日本円をご用意してご協力して 

頂きたいと願っています。 

 

 

★ 食事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ T・T の活躍  L 松尾雅泰 と L 薮内優典 
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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 L 臼井敏雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★  ライオンズ・ロアー （顔が隠れましたがロアーの音頭は L 武輪） 

    

    

    

    

    

    

例会ドネーション例会ドネーション例会ドネーション例会ドネーション     

令和２令和２令和２令和２年年年年１０１０１０１０月月月月６６６６日日日日        於：都シティ大阪天王寺於：都シティ大阪天王寺於：都シティ大阪天王寺於：都シティ大阪天王寺    

1111    Ｌ．藤田Ｌ．藤田Ｌ．藤田Ｌ．藤田    健次健次健次健次        

2222    Ｌ．臼井Ｌ．臼井Ｌ．臼井Ｌ．臼井    敏雄敏雄敏雄敏雄    今月今月今月今月 18181818 日に金婚式を迎えます。日に金婚式を迎えます。日に金婚式を迎えます。日に金婚式を迎えます。2222 人元気で何よりです。人元気で何よりです。人元気で何よりです。人元気で何よりです。    

3333    Ｌ．藪内Ｌ．藪内Ｌ．藪内Ｌ．藪内    優典優典優典優典        

4444    Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田    友晴友晴友晴友晴    涼しくなりましたね。涼しくなりましたね。涼しくなりましたね。涼しくなりましたね。    

5555    Ｌ．田中Ｌ．田中Ｌ．田中Ｌ．田中    洋治洋治洋治洋治    今月で今月で今月で今月で 80808080 歳になります。この歳で例会に出席出来る喜びを感じていま歳になります。この歳で例会に出席出来る喜びを感じていま歳になります。この歳で例会に出席出来る喜びを感じていま歳になります。この歳で例会に出席出来る喜びを感じていま

す。す。す。す。    

6666    Ｌ．浅川Ｌ．浅川Ｌ．浅川Ｌ．浅川    靖弘靖弘靖弘靖弘    昨日の献血アクト昨日の献血アクト昨日の献血アクト昨日の献血アクト 8888 名の参加ありがとうございました。名の参加ありがとうございました。名の参加ありがとうございました。名の参加ありがとうございました。    

7777    Ｌ．杉野Ｌ．杉野Ｌ．杉野Ｌ．杉野    林一林一林一林一    今年の平和ポスター、レベルが平均化して選びにくいですが、よろしく今年の平和ポスター、レベルが平均化して選びにくいですが、よろしく今年の平和ポスター、レベルが平均化して選びにくいですが、よろしく今年の平和ポスター、レベルが平均化して選びにくいですが、よろしく    
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8888    Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷    信廣信廣信廣信廣    朝夕はめっきり冷え込むようになりました。メンバーの皆さん、体調朝夕はめっきり冷え込むようになりました。メンバーの皆さん、体調朝夕はめっきり冷え込むようになりました。メンバーの皆さん、体調朝夕はめっきり冷え込むようになりました。メンバーの皆さん、体調    

いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。    

9999    Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷    明彦明彦明彦明彦    急に涼しくなりました！もう急に涼しくなりました！もう急に涼しくなりました！もう急に涼しくなりました！もう 10101010 月ですものね。月ですものね。月ですものね。月ですものね。    

11110000    Ｌ．平井Ｌ．平井Ｌ．平井Ｌ．平井    百次百次百次百次    朝夕だいぶ涼しくなってきました。コロナに気を付けましょう。朝夕だいぶ涼しくなってきました。コロナに気を付けましょう。朝夕だいぶ涼しくなってきました。コロナに気を付けましょう。朝夕だいぶ涼しくなってきました。コロナに気を付けましょう。    

11111111    Ｌ．東Ｌ．東Ｌ．東Ｌ．東        博史博史博史博史    クラブの活性化の要、ＴＴさんの活躍を楽しみにしています。クラブの活性化の要、ＴＴさんの活躍を楽しみにしています。クラブの活性化の要、ＴＴさんの活躍を楽しみにしています。クラブの活性化の要、ＴＴさんの活躍を楽しみにしています。    

11112222    Ｌ．小林Ｌ．小林Ｌ．小林Ｌ．小林    繁昭繁昭繁昭繁昭    10101010 月も紅葉も楽しみですが、コロナの終息、、、何とかしてください。月も紅葉も楽しみですが、コロナの終息、、、何とかしてください。月も紅葉も楽しみですが、コロナの終息、、、何とかしてください。月も紅葉も楽しみですが、コロナの終息、、、何とかしてください。    

11113333    Ｌ．武輪Ｌ．武輪Ｌ．武輪Ｌ．武輪    興治興治興治興治    やっと出席できました～！やっと出席できました～！やっと出席できました～！やっと出席できました～！    

11114444    Ｌ．岡本Ｌ．岡本Ｌ．岡本Ｌ．岡本    棟夫棟夫棟夫棟夫        

11115555    Ｌ．中田Ｌ．中田Ｌ．中田Ｌ．中田    勝利勝利勝利勝利    涼しくなりましたが、昼は汗ばみますね。ゴルフは楽しいですが、涼しくなりましたが、昼は汗ばみますね。ゴルフは楽しいですが、涼しくなりましたが、昼は汗ばみますね。ゴルフは楽しいですが、涼しくなりましたが、昼は汗ばみますね。ゴルフは楽しいですが、107107107107 やややや

99999999 たたきますね。たたきますね。たたきますね。たたきますね。    

11116666    Ｌ．中村Ｌ．中村Ｌ．中村Ｌ．中村    哲也哲也哲也哲也    がんばります！がんばります！がんばります！がんばります！    

11117777    Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬    裕平裕平裕平裕平    絶好のシーズンになりました。献血アクティビティ頑張っていただき絶好のシーズンになりました。献血アクティビティ頑張っていただき絶好のシーズンになりました。献血アクティビティ頑張っていただき絶好のシーズンになりました。献血アクティビティ頑張っていただき    

ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。    

18181818    Ｌ．松尾Ｌ．松尾Ｌ．松尾Ｌ．松尾    雅泰雅泰雅泰雅泰    ご無沙汰して申し訳ゴザイマセンデシタ。ご無沙汰して申し訳ゴザイマセンデシタ。ご無沙汰して申し訳ゴザイマセンデシタ。ご無沙汰して申し訳ゴザイマセンデシタ。    

19191919    Ｌ．平松Ｌ．平松Ｌ．平松Ｌ．平松        明明明明        

22220000    Ｌ．森山Ｌ．森山Ｌ．森山Ｌ．森山    哲郎哲郎哲郎哲郎    過ごしやすい季節になりましたが、コロナは依然終息していません。過ごしやすい季節になりましたが、コロナは依然終息していません。過ごしやすい季節になりましたが、コロナは依然終息していません。過ごしやすい季節になりましたが、コロナは依然終息していません。    

気を付けましょう。気を付けましょう。気を付けましょう。気を付けましょう。    

21212121    Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志    本日はコメントをお休みします。本日はコメントをお休みします。本日はコメントをお休みします。本日はコメントをお休みします。    

22222222    Ｌ．長生Ｌ．長生Ｌ．長生Ｌ．長生    忠之忠之忠之忠之        

23232323    ＬＬＬＬ. . . . 斉藤斉藤斉藤斉藤    満弘満弘満弘満弘    秋に向かってガンバロー秋に向かってガンバロー秋に向かってガンバロー秋に向かってガンバロー    

24242424    Ｌ．石橋Ｌ．石橋Ｌ．石橋Ｌ．石橋    源三源三源三源三    8888 月末に下の娘が出産しました。月末に下の娘が出産しました。月末に下の娘が出産しました。月末に下の娘が出産しました。3333 人目の孫です。人目の孫です。人目の孫です。人目の孫です。11111111 日に宮参り予定で日に宮参り予定で日に宮参り予定で日に宮参り予定で

すが台風が来そうです。すが台風が来そうです。すが台風が来そうです。すが台風が来そうです。    

25252525    Ｌ．藤原Ｌ．藤原Ｌ．藤原Ｌ．藤原    成樹成樹成樹成樹    皆さんお久しぶりです。例会欠席続きました。この春に勤務医が皆さんお久しぶりです。例会欠席続きました。この春に勤務医が皆さんお久しぶりです。例会欠席続きました。この春に勤務医が皆さんお久しぶりです。例会欠席続きました。この春に勤務医が 2222 名名名名    

退職しましたので、私が仕事を休めなくなりました。これからも退職しましたので、私が仕事を休めなくなりました。これからも退職しましたので、私が仕事を休めなくなりました。これからも退職しましたので、私が仕事を休めなくなりました。これからも LIONSLIONSLIONSLIONS

欠席することが多くなります。すみません。欠席することが多くなります。すみません。欠席することが多くなります。すみません。欠席することが多くなります。すみません。    

26262626    Ｌ．豊田Ｌ．豊田Ｌ．豊田Ｌ．豊田    太平太平太平太平        

27272727  ＬＬＬＬ. . . . 塚田塚田塚田塚田    恭嗣恭嗣恭嗣恭嗣    急に肌寒くなってきました。体調には気を付けて参りましょう！急に肌寒くなってきました。体調には気を付けて参りましょう！急に肌寒くなってきました。体調には気を付けて参りましょう！急に肌寒くなってきました。体調には気を付けて参りましょう！    

28282828    Ｌ．中山Ｌ．中山Ｌ．中山Ｌ．中山        大大大大        

    合合合合    計計計計    136,100136,100136,100136,100    円円円円    

    

出席者数出席者数出席者数出席者数    メークアップメークアップメークアップメークアップ    修正出席率修正出席率修正出席率修正出席率    

25252525 名名名名    0000 名名名名    96.296.296.296.2％％％％    
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第第第第 57575757 期期期期    第第第第 676676676676 回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録    
日時   ：2020 年 10 月 13 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分 

場所   ：阿倍野産業会館 3Ｆ 

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家根本正志 Ｌ斉藤満弘   Ｌ藤原成樹   

（オブザーバー：Ｌ東 博史  Ｌ梶谷信廣）   

  

会員数（10／1 現在） 41 名内 正会員 28 名 終身会員 1 名 名誉会員 1 名 不在会員 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 

    

議案議案議案議案    

1.1.1.1.    9999 月度の会計報告月度の会計報告月度の会計報告月度の会計報告    

                                                                                                                                     承認 

2222    10101010 月献血奉仕について月献血奉仕について月献血奉仕について月献血奉仕について    

日程：10 月 29 日（木）10 時～16 時 

粗品：無印良品のバナナバウムとマーブルケーキ 

   2 個で 300 円×150 セット＝45,000 円 

     承認 

    

3.3.3.3.    たんぽぽ作業所合同清掃奉仕についてたんぽぽ作業所合同清掃奉仕についてたんぽぽ作業所合同清掃奉仕についてたんぽぽ作業所合同清掃奉仕について    

11 月中の（水）・（金）頃予定 

阪神高速松原線高架下もしくはあびこ筋の清掃 

大阪さくらＬＣと合同 

                                                                                                                            承認 

4.4.4.4.    萬代萬代萬代萬代    政勝政勝政勝政勝    氏氏氏氏            入会について入会について入会について入会について    

11 月第一例会にて入会式を執り行う。 

     承認 

 

5.5.5.5.    「令和「令和「令和「令和 2222 年年年年 7777 月豪雨」並びに「レバノン大爆発」への月豪雨」並びに「レバノン大爆発」への月豪雨」並びに「レバノン大爆発」への月豪雨」並びに「レバノン大爆発」への    

LCIFLCIFLCIFLCIF 災害指定寄付について災害指定寄付について災害指定寄付について災害指定寄付について    

3 万円ずつ寄付 

     承認 

6.6.6.6.        視聴覚障がい視聴覚障がい視聴覚障がい視聴覚障がい者支援の会への寄付について者支援の会への寄付について者支援の会への寄付について者支援の会への寄付について    

                                       審議 
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7.7.7.7.    その他その他その他その他    

・講演会について 

Ｌ廣瀬 提案  

「明智光秀を戦国越前～元亀争乱～大坂・石山合戦を読み解く」 

 

  ・内規を第一例会にて全員に配布 

  ・「335B アラートチーム」メンバー追加募集について   Ｌ中村 

                      

    

    

    

    
 

★ 開会宣言 6 クラブ会長順次開会宣言      開会宣言をする 浅川靖弘会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 「国歌」・「ライオンズクラブの歌」斉唱 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第１３１３１３１３５２５２５２５２回回回回例会例会例会例会    

日時日時日時日時        令和２令和２令和２令和２年年年年１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日（水（水（水（水））））    １５１５１５１５時時時時１５１５１５１５分～分～分～分～１６１６１６１６時時時時１５１５１５１５分分分分    

場所場所場所場所        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    ２３２３２３２３階階階階    
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★ 来賓・地区役員・委員の紹介  L 浅川靖弘会長 

  地区ガバナー、第一副地区ガバナー、キャビネット幹事、キャビネット会計 

             並びに地区役員・委員の紹介をする L 浅川靖弘 

 

★ 歓迎の挨拶 大阪南 LC 会長 吉田之計 

 今期 大阪南 LC 会長を拝命している吉田之計です。 

本日は地区ガバナー 中谷豊重、 第一副地区ガバナー 正岡章、 

キャビネット幹事 藤田嘉宣、キャビネット会計 秦大地郎、 

クラブ・地区活性化コーディネーター 坂口博文 

はじめとして地区役員、地区委員の皆様方のご来席をいただき、地区ガバナー公式訪問合同

例会を開催出来ましたことを大変な喜びとしています。 

本来、コロナ騒動がなければ、地区ガバナーを囲み懇親の会食をさせて頂くところですが、 

三密を避けるためアルコールを伴う食事が出来ません。従いまして、ケーキとコーヒー 

だけの例会となりました。事情ご賢察頂き、この例会を意義あるものにしていきたいと願っ

ています。どうか宜しくお願い申し上げます。 

 

 

★ 地区ガバナー紹介  4R 1Z ゾーン・チェアパーソン 鳥山 雅庸 

お名前は 中谷 豊重    所属クラブ 8R1Z 岸和田 LC 

生年月日 昭和 37 年 3 月 16 日 58 歳          ガバナー紹介をする L 鳥山 

勤務先 中谷司法書士事務所 代表者 

関西大学の講師    趣味 ゴルフと鉄道 

ライオンズ歴 1991 年 10 月入会、クラブ幹事、 

キャビネット委員、クラブ会長、8R1Z ゾーン・チェア 

パーソン、 8R リジョンチェアパーソン 

2018～19 年 第 2 副地区ガバナー 

 2019～20 年 第 1 副地区がバナー  

 そして今期地区ガバナーに MJF は 12 回されている。 
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★ 地区ガバナーの挨拶及びガバナー方針の説明     地区ガバナー 中谷 豊重 

只今ご紹介頂きました中谷豊重です。 

どうかこの 1 年間宜しくお願い致します。 

先ほど 3 役懇談会、委員長懇談会で、色々お

話を聞かせて頂きました。 

特にこの 4R1Z でお話させて頂きたいこ

とは、リジョンの統合の事です。現在キャビ

ネットでは 3R と 4R を統合して、3R のゾー

ンを纏め 3R1Z に、4R を 3R2Z にすることを

検討中です。愛称を 3・4R という説もありま

す。  

もう一つ、1R では 1 から 3 まで 3 ゾーンあ

りますが、これを 2 ゾーン化することも検討

中です。メンバー数の少ないクラブが問題に

なっていて、1 リジョンでは 23 クラブ 412 名のメンバーがおられ、平均すると 1 クラブ

17.91 名となります。これは家族会員など除いた正会員の数です。3 リジョンは 10 クラブ

197 名、平均すれば 1 クラブ当たり 19.7 名 

4 リジョンは 11 クラブ 214 名で 19.45 名。いずれも 20 名を割っています。  

国際協会はひとクラブ 20 名以上という基準があり、いずれもこの基準に満たないわけです。 

11Ｒも 20 名を割っていますが、もうすでに 3 ゾーンを 2 ゾーン化がすんでいるのです。 

いずれも、クラブ運営が非常に苦しいため、リジョンの統合に皆さんのご理解を賜りたいと

思っています。  

 ところでこの地区ガバナーの公式訪問では、国際大会の報告がテーマーの一つになってい

ますが、コロナのために国際大会は中止になりました。そのためご報告することは何もない

ので、2 月の 11 日から 13 日の 3 日間、国際本部でのガバナーセミナーに行ってまいりまし

たので、その説明をさせて頂きます。 



32 
 

（スライドを使ってのシカゴの国際本部での話が続きましたが、以前 帝陵の例会で L 東

により色々説明がありましたので、省略させて頂きます。） 

 

〇 地区ガバナースローガンは「おもいを伝え 新しい扉をひらこう ～クラブは主人公～」 

 副地区ガバナーを 2 年間務め、公式訪問で色々なクラブを回らせて頂きました。それ

ぞれ素晴らしい活動をされています。しかし、このアクティビィティが地域社会に十分伝

わってないのではないか・・・ この 2 年間で私は感じた点です。そこで、このアクティ

ビィティをもっと PR しなければ・・との思いでこのスローガンを創りました。我々の思

いを伝えるためにはクラブが主人公でなければならない。クラブが主人公になるためには

メンバーの皆さんの活躍が必要であります。その柱として、「地区ガバナー方針」を創り

ました。 

〇 「地区ガバナー方針」 

① クラブ・ゾーン・リジョンの活性化 

  新型コロナの流行のため各クラブの例会の中止、アクティビィティの中止、年次大会の

中止等々ライオンズの活動が止まっています。このライオンズの活動を再開していく必

要があります。再開するためには,クラブとメンバーの絆をキチッと繋いでいかなけれ

ばなりません。そのためにはクラブ例会出席の促進が必要です。 

  日本ライオンズ大学校というものが設けられました。ライオンズのメンバーには色々な

職業の方がおられ、それぞれの分野の成功者です。その成功者の方に講師になって頂き、

例会やセミナーでスピーチをして頂きたい。そして例会を魅力あるものにしたいと思い

ます。会長・幹事さんはクラブから該当者を推薦して頂きたい。 

  また、リジョン、ゾーンの垣根を越えたメンバー相互の交流を進めて行きたいと願って

います。 

② 思いをもったアクティビィティを ～ストーリーを伝えよう～ 

先ほどの 3 役懇談会では、色々思いをもったアクティビィティをされているのを聞か

せて頂きました。このアクティビィティを社会に発信して頂きたいと思います。 

事業資金についても、LCIF クラブシェアリング交付金を活用して頂きたいです。 

この交付金はクラブ単位で申請でき、毎年 5 千ドル以上の LCIF の寄付をしていた 

クラブが対象になり、その 15％がクラブのアクティビィティとして使うことが出来、 

このお金は 15 年間プール出来ます。 

また、皆さんお感じになっておられます地球温暖化、毎年台風や豪雨による水害が起

こっています。アラートの体制づくりや環境への取り組みが如何に大切か・・アラー

ト活動が日本のライオンズで重要な取り組みのひとつになっています。これに力を入

れて行きたいと思っています。 

③ 会員の維持・増強 ～目標:ゼロから＋１名～ 

     国際協会は今までの方針を転換し、純増目標とし、期首から何名増加しますか・・と

いう方針に変えました。昨年は 1300 名が目標で、前期地区ガバナーは 1098 名増強と

いう素晴らしい業績を残されました。この会員数を維持することが我々の純増目標の
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第一歩です。新たな仲間を迎えていますが、この仲間たちは次世代のライオンズの礎

です。データー的では入会 5 年以内のメンバーの退会が多いので、ライオンズクラブ

に入り、ライオンズの良いとこ、悪いとこを分かって頂き、早く皆さんとなじんで頂

ければ・・と思います。皆様にお願いしたいのは、新しいメンバーの居場所を作って

やってほしい・・という事です。 

   また、退会防止だけでなく、「メンバー数＋1」という事ですので、各クラブ最低 1 名

以上のメンバーを増やして下さい。 

   それから、支部の会員増強もお願い致します。支部は 5 名から出来るのですが、6 名

や 7 名ぐらいで作られています。本来は 20 名は必要なのですが・・・。 

   更に女性会員の増強についてですが、30％が目標で、335B 地区では 30.5％で、目標

を達成していますが、やはり「＋1」の努力をお願い致します。 

④ LCIF「キャンペーン 100」の目標達成 

2018 年から 2021 年の 3 年間の予定が、コロナの影響で 1 年伸び 2022 年まで伸びた

のが、ライオンズクラブ国際協会の 100 周年を祝って 100％のメンバーが毎年 100 ド

ルの寄付を行う‥というキャンペーンです。 335B 地区の目標は 100 万ドルと提案

しています。昨年度は 100 万ドルを突破して 101 万 9511 ドルでした。本年度も 100

万ドルを突破したいと思っています。コロナ騒動で大変な時だと重々承知しています

が、どうかご協力をお願いいたします。 

⑤ クラブの PR 戦略の構築 

   クラブのおもいを社会に伝えるためには PR が重要です。その PR ですが、どんな PR

が出来るか検討して頂くために今期、クラブ PR 戦略対策委員会を設置し、検討して

頂いています。 

   また、国際協会では、アクティビィティの報告は「My Lion」を使って下さい・・と言

っています。335B 地区では、昨年秋から「My Lion」でのアクティビィティの報告を

推進しています。 

皆さん、この 1 年コロナに負けずに頑張って参りましょう。ご清聴有難うございました。 

 

★ 各クラブ幹事報告  

          帝陵は L 家根本正志が幹事報告をする 
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★ 各クラブ・アテンダンスの発表 

               出席率の発表をする L 中村哲也   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 「また会う日まで」斉唱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ライオンズ・ロアー 第一副地区ガバナー 正岡 章 
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★ 閉会宣言 各クラブ会長順に閉会宣言をする 

            閉会宣言をする.浅川靖弘会長 

    

    

    

    

    

例会ドネーション例会ドネーション例会ドネーション例会ドネーション     

令和令和令和令和 2222 年年年年 10101010 月月月月 28282828 日日日日        於：ホテルモントレグラスミア大阪於：ホテルモントレグラスミア大阪於：ホテルモントレグラスミア大阪於：ホテルモントレグラスミア大阪

23F23F23F23F    

1111    Ｌ．藤田Ｌ．藤田Ｌ．藤田Ｌ．藤田    健次健次健次健次        

2222    Ｌ．臼井Ｌ．臼井Ｌ．臼井Ｌ．臼井    敏雄敏雄敏雄敏雄    ガバナー公式訪問、三役懇談会、長期間大変です。ガバナー公式訪問、三役懇談会、長期間大変です。ガバナー公式訪問、三役懇談会、長期間大変です。ガバナー公式訪問、三役懇談会、長期間大変です。    

3333    Ｌ．藪内Ｌ．藪内Ｌ．藪内Ｌ．藪内    優典優典優典優典        

4444    Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田Ｌ．鎌田    友晴友晴友晴友晴    役員の皆様方、今日はご苦労さまです。役員の皆様方、今日はご苦労さまです。役員の皆様方、今日はご苦労さまです。役員の皆様方、今日はご苦労さまです。    

5555    Ｌ．田中Ｌ．田中Ｌ．田中Ｌ．田中    洋治洋治洋治洋治    コロナ禍に於いて地区ガバナー公式訪問コロナ禍に於いて地区ガバナー公式訪問コロナ禍に於いて地区ガバナー公式訪問コロナ禍に於いて地区ガバナー公式訪問 6666 クラブ合同例会、無事に終了クラブ合同例会、無事に終了クラブ合同例会、無事に終了クラブ合同例会、無事に終了

することを祈ります。することを祈ります。することを祈ります。することを祈ります。    

6666    Ｌ．浅川Ｌ．浅川Ｌ．浅川Ｌ．浅川    靖弘靖弘靖弘靖弘    ガバナー公式訪問例会、皆様ご苦労さまです。ガバナー公式訪問例会、皆様ご苦労さまです。ガバナー公式訪問例会、皆様ご苦労さまです。ガバナー公式訪問例会、皆様ご苦労さまです。    

7777    Ｌ．杉野Ｌ．杉野Ｌ．杉野Ｌ．杉野    林一林一林一林一    遠足のシーズンですネ。地下鉄で小学校の遠足グループ遠足のシーズンですネ。地下鉄で小学校の遠足グループ遠足のシーズンですネ。地下鉄で小学校の遠足グループ遠足のシーズンですネ。地下鉄で小学校の遠足グループ 2222 組に合いまし組に合いまし組に合いまし組に合いまし

た。た。た。た。1111 組は昭和町で下車。もう一組は大国町駅で下車しました。組は昭和町で下車。もう一組は大国町駅で下車しました。組は昭和町で下車。もう一組は大国町駅で下車しました。組は昭和町で下車。もう一組は大国町駅で下車しました。    

8888    Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷Ｌ．梶谷    信廣信廣信廣信廣    地区ガバナー公式訪問、続いて地区ガバナー公式訪問、続いて地区ガバナー公式訪問、続いて地区ガバナー公式訪問、続いて 6666 クラブ合同例会、良かったです。クラブ合同例会、良かったです。クラブ合同例会、良かったです。クラブ合同例会、良かったです。    

9999    Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷Ｌ．畑谷    明彦明彦明彦明彦    今日は変則のガバナー訪問例会、ご苦労様です。今日は変則のガバナー訪問例会、ご苦労様です。今日は変則のガバナー訪問例会、ご苦労様です。今日は変則のガバナー訪問例会、ご苦労様です。    

11110000    Ｌ．平井Ｌ．平井Ｌ．平井Ｌ．平井    百次百次百次百次        

11111111    Ｌ．東Ｌ．東Ｌ．東Ｌ．東        博史博史博史博史        

11112222    Ｌ．小林Ｌ．小林Ｌ．小林Ｌ．小林    繁昭繁昭繁昭繁昭        

11113333    Ｌ．武輪Ｌ．武輪Ｌ．武輪Ｌ．武輪    興治興治興治興治    ようやくようやくようやくようやく 6666 クラブ合同例会開催。クラブ合同例会開催。クラブ合同例会開催。クラブ合同例会開催。RC LRC LRC LRC L 東、役員の皆様、ご苦労様です。東、役員の皆様、ご苦労様です。東、役員の皆様、ご苦労様です。東、役員の皆様、ご苦労様です。    

11114444    Ｌ．岡本Ｌ．岡本Ｌ．岡本Ｌ．岡本    棟夫棟夫棟夫棟夫        

11115555    Ｌ．中田Ｌ．中田Ｌ．中田Ｌ．中田    勝利勝利勝利勝利    遂にガバナー公式訪問。しっかり勉強して帰ります。来週は入会式。遂にガバナー公式訪問。しっかり勉強して帰ります。来週は入会式。遂にガバナー公式訪問。しっかり勉強して帰ります。来週は入会式。遂にガバナー公式訪問。しっかり勉強して帰ります。来週は入会式。    

宜しくお願いします。宜しくお願いします。宜しくお願いします。宜しくお願いします。    

11116666    Ｌ．中村Ｌ．中村Ｌ．中村Ｌ．中村    哲也哲也哲也哲也    おつかれ様です。おつかれ様です。おつかれ様です。おつかれ様です。    
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11117777    Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬Ｌ．廣瀬    裕平裕平裕平裕平        

18181818    Ｌ．松尾Ｌ．松尾Ｌ．松尾Ｌ．松尾    雅泰雅泰雅泰雅泰        

19191919    Ｌ．平松Ｌ．平松Ｌ．平松Ｌ．平松        明明明明        

22220000    Ｌ．森山Ｌ．森山Ｌ．森山Ｌ．森山    哲郎哲郎哲郎哲郎    ガバナー公式訪問、今年は少し遅めですが、新しいガバナーの訪問ですガバナー公式訪問、今年は少し遅めですが、新しいガバナーの訪問ですガバナー公式訪問、今年は少し遅めですが、新しいガバナーの訪問ですガバナー公式訪問、今年は少し遅めですが、新しいガバナーの訪問です

ので皆で成功させましょう。ので皆で成功させましょう。ので皆で成功させましょう。ので皆で成功させましょう。    

21212121    Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志Ｌ．家根本正志    今日は意義ある一日でした。今日は意義ある一日でした。今日は意義ある一日でした。今日は意義ある一日でした。    

22222222    Ｌ．長生Ｌ．長生Ｌ．長生Ｌ．長生    忠之忠之忠之忠之        

23232323    ＬＬＬＬ. . . . 斉藤斉藤斉藤斉藤    満弘満弘満弘満弘        

24242424    Ｌ．石橋Ｌ．石橋Ｌ．石橋Ｌ．石橋    源三源三源三源三        

25252525    Ｌ．藤原Ｌ．藤原Ｌ．藤原Ｌ．藤原    成樹成樹成樹成樹        

26262626    Ｌ．豊田Ｌ．豊田Ｌ．豊田Ｌ．豊田    太平太平太平太平        

27272727  ＬＬＬＬ. . . . 塚田塚田塚田塚田    恭嗣恭嗣恭嗣恭嗣        

28282828    Ｌ．中山Ｌ．中山Ｌ．中山Ｌ．中山        大大大大        

    合合合合    計計計計        87,00087,00087,00087,000 円円円円    

    

出席者数出席者数出席者数出席者数    メークアップメークアップメークアップメークアップ    修正出席率修正出席率修正出席率修正出席率    

19191919 名名名名    2222 名名名名    84.084.084.084.0％％％％    

    

    

アクティビィティ 

★ 国際平和ポスターコンクール 

  帝陵ライオンズクラブ担当 

小学校名 5 年 6 年 合計数 例会展示数 帝陵選抜数 

丸山小学校 不参加 81 81 7 2 

晴明丘小学校 128 103 231 5  

晴明丘南小学校 56 60 116 4  

 

10 月第 1 例会で PR 委員会で選んだ 16 作品の中から帝陵選抜の 2 作品をメンバー全員で

選出、この作品を地区 MC・IT 委員長会議に提出 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

例会で選ばれた 2 作品 

丸山小学校 6 年 1 組 西本愛さん      丸山小学校 6 年 2 組 奥野莉央さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 15 日開催 335B 地区 MC・IT 委員長会議で地区代表の 2 作品を選出 

（於 住吉大社 吉祥殿） 
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選ばれた 2 作品は、長池小学校 6 年 福本こゆきさん  （さくら LC 担当） 

常盤小学校 6 年 大藤みちるさん  （阿倍野 LC 担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 献血奉仕 

◎ 10 月 5 日 栄光時計（株)での献血奉仕 

     9 時 30 分集合 すぐに活動の準備 
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◎ 10 月 29 日 あべの献血ルーム KiZooNa での献血奉仕 
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廣瀬塾廣瀬塾廣瀬塾廣瀬塾    

 

L 廣瀬 裕平 

 

この 3 月コロナウイルス感染の第一波の時、好きなゴルフに行けなくて、外出・散歩も遠慮

する様な中、ちょっと気にしていた体重が矢張り問題となってダイエットを始めました。 

現在進行中ですが、7 ㎏減量で階段なども随分楽になりました。 

 

その時、たまたま読んでいた本がありまして「動的平衡論」といいますが、その中に「ダイ

エットの科学（生物分子学が示す太らない食べ方）」という文章がありました。 

一部切り抜きが下記です。この著者福岡伸一は、生物分子科学の先生ですが、動的平衡論全

3 巻の他、生物現象についていろいろ書いておられて、小生随分考えるところがありました。 

平易な文章で科学誌にしては数式もあまり出てこないので読み易いかと思います。是非読ん

で戴きたいと紹介いたしました。 

 

ドカ食いとチビチビ食いドカ食いとチビチビ食いドカ食いとチビチビ食いドカ食いとチビチビ食い    

ダイエットに興味がある人が、この本の読者の中にもたくさんおられると思う。世の中に

はさまざまなダイエット法が宣伝されている。科学的に見ても少しは根拠があるものから、

微塵も裏付けがないものまで星の数ほどある。それらのいずれもが商品として通用している

のだから、人の世というのは不思議なものである。 
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 人間には、生きていくうえでどうしても必要なエネルギーというものがある。心臓と肺を

動かし、体温を維持し、基本的な代謝を円滑に動かすための熱量で、これを基礎代謝量と呼

ぶ。成人男性で一日あたりおよそ 1,400~1,500 キロカロリー、成人女性でおよそ 1,100~1、

200 キロカロリー（端数は四捨五入）。これに身体活動のレベルに応じて 1.5 から 2.0 の係

数を乗じるとエネルギー必要量が算出される（詳しくは日本医師会のホームページなどを参

照してほしい）。このエネルギー必要量の範囲の熱量ならば、どれほど食べてもすべて燃や

されてエネルギーとして消費されるので、体重は増えない。 

 問題は必要量以上のエネルギーを摂取した場合である。ヒトの祖先がこの地球上に出現し

てからおよそ 700 万年が経過したが、実はその大半を飢餓状態ですごしてきた。 

 やっと食物にありついたとしても、次にいつ必要量のエネルギー源がみつかるかは保証の

限りではない。そういう状況が 700 万年ほど続いたのである。 

 ヒトの身体が、それに対応したのは当然と言わねばならない。すなわち、幸運にして必要

量以上のエネルギーを摂取できた場合は、それをできるだけたくさん取り込み、貯蓄するよ

うに身体の仕組みを整えたのだ。 

 ところが、ここ数十年ほどの間に人類の一部を取り巻く食糧事情は逆転した。経済発展を

とげた国々にはいずも飽食の時代が訪れたのである。 

 しかし、ヒトの遺伝子や代謝メカニズムを飽食に合わせて組み替えるのに、数十年という

時間はあまりにも短すぎる。私たちの身体は基本的には飢餓時代と同じなのである。 

 旱魃
かんばつ

に備えて多くの貯水池や貯水槽を用意していたら、連日、大雨が降っているようなも

のである。ヒトの遺伝子や代謝メカニズムにとって、今日のような飽食の時代に遭遇するこ

とはまったくの想定外だったのである。 

 私たちの身体は、必要量以上のエネルギーを大切に貯め込むようになっている。それが皆

さんのお腹のまわりについている脂肪のベルトというわけだ。 

 これを何とか解消しようというわけで、ダイエットが花盛りなのだが、ここでは脂肪貯蔵

のメカニズムからダイエットを考えてみたい。 

 まず、同じ余剰カロリーでも、それをドカッと一挙にたくさん食べるのと、チビチビ食べ

るのでは、どちらが太りやすい食べ方か。 

 たとえば、1,000 キロカロリーの余剰をドカッと一挙にたべると体脂肪が 100ｇ身体につ

くとしよう。一方、1,000 キロカロリーを一度にたべるのではなく、10 回に分けて 100 キ

ロカロリーずつ食べたらどうなるか。 

 1,000 キロカロリー食べたときは 10 分の 1 だから脂肪 10ｇ。それを 10 回に分けて食べ

ると、10ｇ×10 で結局 100ｇ脂肪がつく    。 
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 ゆえに、ドカッと食べても、チビチビ食べても、結局、同じではないかと思う方がすくな

くないだろう。しかし、実際の生命現象はそういう具合にはなっていない。チビチビ食べた

ほうが絶対に太りにくい食べ方だということが言えるのである。  ― つづく ― 

 

 

阿倍野雑学その阿倍野雑学その阿倍野雑学その阿倍野雑学その４２４２４２４２    

新世界と旧通天閣新世界と旧通天閣新世界と旧通天閣新世界と旧通天閣    (1(1(1(1 代目の通天閣代目の通天閣代目の通天閣代目の通天閣) ) ) ) そして大相撲国技館そして大相撲国技館そして大相撲国技館そして大相撲国技館    

    

  阪堺電車の始発駅、恵美須町駅に立つと、なぜこんな場所に始発駅を建てたのか・・と

不思議に思います。しかもこの恵美須町駅は昨年 11 月に縮小されプラットホームの数も減

っていて、元はもっと大きな駅だったのです。 

開業当時の明治 44 年、ここは梅田を出た市電が難波を通り、恵美須町が終着駅で、当時の

バスもここが始発、大阪の財界も将来 恵比寿町がターミナル駅として発展すると見越し、

浜寺までの阪堺電気軌道を立ち上げました。当然のことながら、明治 18 年から開業してい

る南海鉄道(現在の南海電鉄)と鎬を削る激しい競争となります。 

しかし、意外や市電を利用す

るお客は、難波を素通りし、

恵美須町まで来て、阪堺電車

を利用する人が多く、いい勝

負となりました。でも結局、

南海は歓楽街難波を起点と

しているだけに,乗客数は阪

堺電鉄を圧倒します。対する

阪堺側は考えました。その対

策とは・・・・。 

明治 36 年(1903 年) 第 5 回

内国勧業博覧会が開催され

ました。「内国」とありますが、国内外からの最新技術が披露され「万博」に近い博覧会で、

5か月間で入場者 530 万人という大盛況裏に終わりました。その跡地です。日露戦争のため

陸軍が使いましたが、明治 42 年(1909)東側の約 5 万坪は大阪市に払い下げ、天王寺公園に

なりました。残り西側の約 2 万 8 千坪は大阪財界出資の大阪土地建物会社に払い下げられ

たので、阪堺電鉄はこの会社を応援し、その土地を難波千日前に匹敵する歓楽街にして、客

を誘致しようと考えました。 
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 大阪土地建物会社もミナミには無い浪速っ子のど肝を抜くような斬新なアイディア一 

新世界を創ろうとしたわけです。ネーミングも「新世界」。 

当時、江戸時代は現在よりももっと身近な存在で、その江戸時代と比べ、まさに新世界の名

にふさわしい歓楽街目指したわけです。結果、明治 45 年 7 月 3 日に通天閣が遊園地「ルナ

パーク」と共にオーブン。 パリのエッフェル塔を手本に、当時東洋一の高さを誇る 74 メ

ートルの通天閣と、ニューヨークのコニー・アイランド遊園地を模したルナパーク。 そし

て、その周りには大正館や玉手座など 11 軒の興行館が創られ、旅館や飲食店が軒を連ねる

一大娯楽場が出来上がりました。 黒い上着と赤いズボンといういでたちのインド人に迎え

られてルナパークに入ると、がん・鶴など水鳥 300 余羽が群れ遊ぶ水鳥舎、ローラースケー

ト場、鏡の反射作用で桃割れ美人がその底に座っている美人館、豊臣秀吉の石膏人形がエレ

キ仕掛けで歩き回る不思議館、エジプト美人があでやかに踊りまわるエジプト館、ノゾキ活

動写真や力試しが 1 銭となんでも 1 銭の 1 銭館などがありました。 

通天閣という名称は、当時の大阪土地建物の社長・土居通夫の「通」にちなんで通天閣と付

けられた・・というのが通説になっていますが、命名者

は儒学者藤沢南岳により命名されました。 

また, 新世界には通天閣以外に高さ 45 メートルのホワ

イトタワーがそびえ、そこから通天閣へ、ルナパークの

上空を４人乗りの赤いロープウエイが通じていました。  

しかし、ルナパークは同じものを同じ仕掛けで興行し続

けたので見物客に飽きられ、経営が思わしくなくなりま

す。 

この新世界の運営に深く関わってきた阪堺電気軌道は、 

大正 4 年(1915)南海鉄道と合併し、事実上、新世界の 

運営から手を引いたことが大きく影響しているのでは・・。 

通天閣のエレベーターは金網で囲まれただけのもので、 

展望台も貧弱、評判はあまり宜しくなかったようです。 

経営を少しでも助けるために、大正 9 年から「ライオン 

歯磨き」の広告ネオンが大阪の夜空を飾るようになりました。 

しかし、昭和 6 年には、大阪城の天守閣が再建され大阪の 

名所は大阪城に奪われ、通天閣は閑古鳥が鳴く有様に。 

そんな時、昭和 13 年(1938）ご存知、吉本興業の女興行師 

吉本せいは大阪のシンボル通天閣を 31 万円で購入しました。 

（注; 昭和 15 年の大学卒 初任給は 80 円程度）  
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通天閣の人気絶頂の頃に、吉本せいは 夫に連れられ、通天閣の展望台から大阪を見下ろし、

「いつか大阪中の寄席を吉本の物にし、通天閣から眺めたい」という夫吉本泰三の 

夢を実現しようとしたのでは・・。 

吉本興行はペンキを塗り替え、エレベーターを改造、展望台まで直通で行けるようにしまし

たが、それ以上の大きな改革はありませんで

した。 

その後、昭和 18 年 1 月 16 日の夜、通天閣の

西側にある大橋座の 2階から出火、通天閣ま

で燃え広がり、この火事より炎上、足の部分

は曲がってしまいました。おりから金属回収

の時代、戦争に協力して鉄材は献納、通天閣

は姿を消してしまいました。現在の通天閣は

昭和 31 年に建てられたものです。 

 

 

さて、皆さんご存知でしょうか？ 大阪に相

撲の国技館があったことを・・・ルナパーク

の南側にドーム式の大阪国技館が建築され

ていました。大正 8 年、東京の両国・国技

館に対抗して造られたもので、鉄筋コンク

リート煉瓦造り、収容人数 1 万人と少々オ

ーバーのように思いますが、公称です。 大

阪人は昔から東京に対抗する意識があった

のでしょう。明治 11 年に大阪相撲協会が設

立されていて、相撲の興行が盛んに行われ

ていました。明治 38 年には難波新地に常設の興行場所が造られ、本拠を構えるために更に

作られたのが、大阪国技館です。オープン翌日から大阪・東京合同による大相撲が行われる

など大阪相撲の発信拠点として機能しました。しかし、段々大阪相撲の衰退期を迎えるよう

になり、大きなキャパシティを持て余すようになります。しかも、協会内部で紛争が続き、

組織自体も衰退、昭和 2年に東西相撲の合併で、大日本相撲協会が出来、相撲興行の中心は

東京の両国国技館に移ってしまいました。大阪相撲協会は解散しましたが、国技館の建物自

体は残り、翌 昭和 3年、映画館の松映として再出発、松竹キネマの映画と大阪松竹少女歌

劇のレビューを主として興行しました。そして、昭和 20 年の大阪大空襲で焼け、現在は 
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ストパ―ワールド北側の階段付近の石碑だけが残っています。蛇足ですが、東西の相撲興行

が統一、横綱 双葉山の登場などにより、相撲人気が高まり、昭和⒓年３月に現在の城東区

に再び国技館が完成しました。今度は「大」がついた大阪大国技館で、コンクリート 4階建

て、収容人員 25,000 人と当時の両国国技館より大きく、大阪関目国技館とも呼ばれました。

しかし、折角オープンしたのに戦局の悪化で昭和 16 年、相撲興行が中止、倉庫として使わ

れ、戦後は進駐軍が接収、再び相撲興行が行われ、昭和 28 年 大阪場所が行われる年には、

建物は解体されていました。 

              大阪関目国技館(大阪大国技館) 

 

 

 

 

 

 

大阪大国技館の復元模型 
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＜入会案内＞ 

 

ライオンズクラブとは、アメリカのシカゴ市に本部を置き、全世界に 46.700 に上る

クラブがあり、我々の大阪帝陵ライオンズクラブはその一つです。ライオンズクラブ

のモットーは ”We”We”We”We    Serve”Serve”Serve”Serve”    われわれは奉仕するわれわれは奉仕するわれわれは奉仕するわれわれは奉仕する です。 

 

そして大阪帝陵ライオンズクラブの我々が常に心に刻んでいる言葉は 

「ひとりでは出来ないことを、皆の力を合わせ汗を流し、社会の為に奉仕すること「ひとりでは出来ないことを、皆の力を合わせ汗を流し、社会の為に奉仕すること「ひとりでは出来ないことを、皆の力を合わせ汗を流し、社会の為に奉仕すること「ひとりでは出来ないことを、皆の力を合わせ汗を流し、社会の為に奉仕すること

を重視しています。」を重視しています。」を重視しています。」を重視しています。」    

 

〇 主な奉仕活動は 献血キャンペーン、地域清掃です。 

〇 趣味の会（ゴルフ、麻雀など）もあります。 

〇 月 2回の例会では、活動の予定、実施報告をしています。 

様々な活動や趣味を通して、異業種の方々や各年代層の方々との交流ができ 

情報交換ができることにより、クラブ内の絆が深まり、自分自身の世界が広が

ります。 

さあ！ぜひ大阪帝陵ライオンズクラブをのぞいてください。 

共に活動をしていただける会員を募集しています共に活動をしていただける会員を募集しています共に活動をしていただける会員を募集しています共に活動をしていただける会員を募集しています!!!!!!!! 

 

（問い合わせ先） 

大阪帝陵 LC 事務局 TEL: 06－6628-5521 E-mail: 04104teiryo@lc335b.gr.jp 
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会員募集のご案内会員募集のご案内会員募集のご案内会員募集のご案内    

大阪帝陵ライオンズクラブではともに活動を大阪帝陵ライオンズクラブではともに活動を大阪帝陵ライオンズクラブではともに活動を大阪帝陵ライオンズクラブではともに活動を    

していただける会員を募集しています。していただける会員を募集しています。していただける会員を募集しています。していただける会員を募集しています。    

    

編集・発行編集・発行編集・発行編集・発行    大阪帝陵ライオンズクラブ大阪帝陵ライオンズクラブ大阪帝陵ライオンズクラブ大阪帝陵ライオンズクラブ    ＰＲ委員会ＰＲ委員会ＰＲ委員会ＰＲ委員会    

    

発行責任者発行責任者発行責任者発行責任者    会長会長会長会長：：：：浅川浅川浅川浅川    靖弘靖弘靖弘靖弘    幹事幹事幹事幹事：：：：家根本家根本家根本家根本    正志正志正志正志    ＰＲ委員長ＰＲ委員長ＰＲ委員長ＰＲ委員長：：：：藤原藤原藤原藤原    成樹成樹成樹成樹    

    

委委委委            員員員員    杉野杉野杉野杉野    林一林一林一林一        廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬    裕平裕平裕平裕平    

〒〒〒〒545545545545----0005000500050005    大阪市阿倍野区三明町大阪市阿倍野区三明町大阪市阿倍野区三明町大阪市阿倍野区三明町 2222 丁目丁目丁目丁目 10101010 番番番番 32323232 号阿倍野産業会館号阿倍野産業会館号阿倍野産業会館号阿倍野産業会館 2222 階階階階    

事事事事        務務務務        局局局局    電話電話電話電話 06060606----6628662866286628----5521     5521     5521     5521     ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：06060606----6628662866286628----5522552255225522    

ＥメールアドレスＥメールアドレスＥメールアドレスＥメールアドレス            info@osakateiryo-lc.com 
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