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この一年を顧みて

会長・ＧAＴファシリテーター　脇澤　元

　昨年度より世界中を災害レベルで襲っている新型コロナ感
染症により、今年度はほぼ継続事業が行うことが出来ず、献
血奉仕活動を計３回行えた事だけが救いだったように思いま
す。
常に今行える事業は何か？と、自問し続けていましたが、何

も行えず、メンバーの皆様を引っ張って行くことが出来なく
て、大変申し訳ない気持ちで一杯です。
ただ、皆様のご協力により、コロナ禍の中、３名の新会員を
迎え入れる事が出来た事は、とても嬉しく思っています。人
は宝であり力です。１０名の増強は叶いませんでしたが、来
年度も引き続き、仲間を増やせていけるよう努力していきま
す。
また、来年度はＣＮ４０周年事業・式典の実行委員長を拝命
しております。次期会長Ｌ原田
を始め、実行委員会メンバーと力を併せ、精一杯頑張りたい
と思います。来年度も困難が続くと思いますが、引き続きメ
ンバーの皆様のご協力を心よりお願いいたします。

1年を振り返って
幹　事　大脇　久徳

この一年を振り返ってみるとほとんどがコロナ禍で活動がで
きず、幹事として何ができたのだろうというのが実感です。

ただ緊急事態宣言が発動されメンバー皆様と活動できたのは
わずかでありますが、皆様の温かいお気持ちで見守っていた
だけたお陰でこの職を遂行することが出来たと思っておりま
す。
　会長テーマ「未来へ～　新しい仲間を増やして We　
Serve」のもと、コロナ禍のなかで３名の新入会員を迎える
ことが出来ました。
目標には届きませんでしたがクラブを盛り上げてくれる新し
い仲間が増えたことは感謝であります。
　また、どんな状況になろうとも献血奉仕だけは継続が必要
でありますので活動を遂行していただけました委員長及びメ
ンバーの皆様には感謝申し上げます。
　この一年幹事として至らぬところが多々ありましたが会長
をはじめとしてクラブメンバーの皆様、そして事務局員の宮
城さんには心から感謝申し上げます。
有難うございました。

「この1年を顧みて」
前会長・LCIF コーディネーター　杉本　憲一

　この1年間は、前会長職と並行してLCIFコーディネーター
を担当しました。

今年度の「LCIF キャンペーン 100」は 3 年間の最終年であっ
たので、皆様快く 100 ドルの寄付をしていただきました。皆
様ご協力いただきまして有難うございました。今年度の寄付
指定分野は「災害」を選択しました。昨今続いている災害に
たいして、この皆様の寄付金が有効に使われるよう願ってお
ります。
また今年度は前会長として少しゆっくりさせていただきまし
た。有難うございました。
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この一年を顧みて
第二副会長　牧田　智聡

　今年度は、第二副会長という大役を務めさせていただきま
した。今年度は、コロナ禍で厳しい中での活動のスタートで
した。第二副会長兼奉仕委員長として 3 委員会を担当する事
となり、運営を学ぶ良い機会と思っておりました。しかし、
コロナウイルス感染拡大防止の為、緊急事態宣言などが発令
され一部事業活動が出来ず残念です。その中でも、赤十字と
の合同献血奉仕活動だけは行うことが出来ました。また、当
初の計画以外に脇澤会長の呼びかけで、合同献血活動の回数
を増やした事により今まで以上に寄与できたかと思っており
ます。この様な難局でライオンズ活動を今後どのように運営・
活動していくのか、体験を通して方法を考案していかなけれ
ばならないと痛切に感じました。この一年間、ご協力いただ
き有難うございました。

「この一年を顧みて」
献血奉仕副委員長　辻田　宗一

　今期は、新コロナウイルスの感染拡大により、献血奉仕が
クラブで実施できる唯一の奉仕活動となりました。
　赤十字血液センターにおかれましても、企業、大学等での
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献血が中止となる中、7 月早々に脇澤会長のリーダーシップ
のもと、赤十字血液センター北大阪事業所と打ち合わせを行
い、9 月 20 日 ( 日 )、21 日 ( 月・祝 ) にイオンモール茨木に
始まり、12 月 13 日 ( 日 ) に 4 クラブ合同でアルプラザ茨木、
3 月 6 日 ( 土 ) にイオンモール茨木、5 月 1 日 ( 土 ) にアルプ
ラザ茨木と 5 回献血奉仕活動を実施いたしました。
　メンバー各位のご協力に感謝いたします。
　コロナ禍の中、献血在庫量が減少しており、ライオンズク
ラブの重要事業として今後とも献血奉仕活動が継続できるよ
うメンバー各位のご理解とご協力をお願いいたします。

かしの木によせて
会則・付則委員長　西田　英雄

会則・付則委員会を担当した 1 年をふりかえる。
2020 年 1 月より、新型コロナウイルスが発生し感染状況が
随時発表され、 コロナ拡散防止対策が長い期間に渡って実施
されました。
　緊急事態宣言の発出が 3 度に渡って実施されたにも関わら
ずコロナ感染は減少されずにコロナ禍の中クラブ例会もしば
し中止されることもあり、 会員相互の親睦も奉仕活動も十分
に展開も出来なかった。 
　会則・付則に関係する事項の改正・修正に係わることはあ 
りませんでした。
会員数に移動があり、 新会員 3 名を迎えて正会員が 33 名、 

優待会員 8 名、 賛助会員 8 名家族会員 2 名、 残念ながら退会
者 1 名、 総会員 50 名 (2021 年 4 月）となりました。
　ライオンズクラブの会則に合わせクラブ会員がクラブ活動
に支障が無いよう主たる奉仕活動が順調に進むことが出来る
よう、コロナ感染が終息をすることを願うところです。

この一年を顧みて
指導力育成委員長　今井　保雄

　一年間ご協力を賜りありがとうございました。
コロナ騒ぎに翻弄され、クラブとしても様々な事業活動が中
止になった残念な年でございました。指導力育成委員会もほ
とんど活動できず、例会の出欠カウントをしていただけで終
わってしまったように思います。
　そんな一年でございましたが、いつの日か振り返りました
時に前例のない時代として「こんな時もあったな」と笑顔で
語れるようになれれば嬉しいです。
　そして、コロナ終息後は以前にもまして元気一杯のオーク
ライオンズに戻り、例会出席率１００％を目指したいと思い
ます。
　尚、例会出席率向上のためリモート参加を検討してみるの
は如何でしょう。
　又、脇澤会長には思う存分手腕を発揮して頂く場が少なく
不完全燃焼な結果になりましたが、かえって余分なお気遣い
やご苦労をお掛けした事と存じます。ご心痛を労い、深く感
謝を申し上げます。
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次期は40周年
ライオンテーマ―　　　　　　　　　　　　　

社会奉仕・YCE委員会　副委員長　西川　明

　例会 12 回と半分、YCE 派遣受け入れ無し、テーマ―とし
てもテーマ―の仕事をきっちりと各会議の設営などをしてい

くと年当初は思っていましたが、なんとなくなし崩しに適当
に約半分こなすということになってしまいました。そして茨
木フェスティバルやビッグバンド JAZZ なども早々に中止に
なり、することもなく一年が過ぎようとしています。
　次年度はチャーターナイト 40 周年の年が始まります。こ
のような状況の中ですが、その状況でも新しい発想でできる
ことを模索しながら、オークらしい活動をしていけたらと思
います。
　コロナが収まっていくことを念じ、元にもどるということ
ではなく、また新しい時代に変わっていくという感覚に戸惑
いながらも昔はよかったなぁと反発するのではなく受け入れ
る態勢を整えたいなぁと考える今日この頃です。
　会長はじめ執行部の皆さんは判断の難しい一年のかじ取
り、したいことができない我慢、いろんなジレンマがあった
と思います。お疲れさまでした。

会長就任ゴルフコンペ
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会長就任ゴルフコンペ
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献血奉仕活動
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７月新年度例会
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１０月度ワイガヤ例会
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11 月度　例会　万博記念公園バーベキュー
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3 月度例会　落語例会・入会式
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6 月度　最終例会
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