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決意も新たに 

次期役員任命式  平成 28 年 6 月 15 日 (水 )倉敷国際ホテル 

   

未 来 へ つ な ぐ 奉 仕 の 心 (
倉  敷  Ｌ  Ｃ  

 スローガン ) 
 

『 地 域 に 新 た な 風 を 』 (
336－ B 地区  

 スローガン ) 
 



 

～未来へつなぐ奉仕の心～ 

会長  藤原京子 

今期、我がライオンズクラ

ブは創立 60 周年、また国際

協会創立 100 周年を迎えま

す。この節目の年に会長とい

う大役を仰せつかり、身の引

き締まる思いをしております。 

60 年と言えば還暦、暦を

一巡し、一から始めよと言わ

れています。今、原点に立ち、奉仕とは何かを問い、ラ

イオンズクラブの意義、会員である事の意味を改めて見

つめ直し、奉仕の心を次の世代に繋いでいく事が大切

だと思っています。そこで、私はスローガンを、「未来へ

つなぐ奉仕の心」と致しました。 

入会８年目の未熟な私です。どうぞ先輩方のご指導、

会員の皆さまのお力添え、お支えを心よりお願いし、就

任の挨拶と致します。 

 

幹事  石伊繁文 

入会して通算期間は12年

余りですが、途切れ途切れ

にて「ライオンズクラブ」の精

神を理解できておりません。

それが創立 60 周年記念年

に幹事という大役を拝命し、

クラブ会員様のお役にたて

れるかどうか未知数です。さ

れど会長スローガン「未来へつなぐ奉仕の心」を熟知し

サポート役として精進する覚悟です。還暦を迎えた今年

度は、原点回帰を意識し協調性重視で歩み、明るく楽

しい例会に寄与出来ればと思っております。どうか会員

皆様方の御協力と御指導を宜しくお願い申し上げま

す。 

 

会計 川崎 博 

 この度、会計という大役を拝

命しました。経験浅い私にとっ

ては身の引き締まる重責で有り

ますがクラブ運営に少しでもお

役に立てるよう努力したいと思

っています。今年度は 60 周年

記念事業も動き始めますので

財務委員長のご指導のもと、予算面で支障の出ないよう

に心がけていきたいと思っています。会長、幹事、役員

の方々のサポートを会員の皆様と力を合わせて頑張っ

ていきますので、１年間宜しくお願い申し上げます。 

 

第一副会長 岡本良夫 

第一副会長の担当は、財

務・会則委員会、計画・親睦委

員会、会員・出席委員会という

ことを、組織票を見ながら確認

しているところです。それぞれ

の委員長・副委員長さんはベテ

ランばかりですので気楽に務め

られると安心していますが、今

年は、認証６０周年記念事業委員会の組織もあり、クラ

ブのメンバーは両方のアクティビティに関わることになり

ます。よろしくお願いいたします。個人的には６０周年の

歴史を学ばせていただきながら、藤原会長、藤南実行

委員長の手助けがいくらかでもできればと思っています。 

 

第二副会長  三村英世 

認証 60 周年という節目を迎

える年に、第二副会長という大

役をお引き受けすることになり

ました。藤原京子会長のスロー

ガン「未来へつなぐ奉仕の心」

を肝に銘じ、アクティビティの成

功はもとより、会員皆様のライオ

ンズ活動が充実したものになりますよう微力ではあります

がお手伝いさせていただきます。 

経験不足、勉強不足な私であります。先輩、同僚の

みな様のご指導、ご鞭撻、そしてご協力を心よりお願い

申し上げます。 

 

第三副会長 中桐 潔 

今年度、第三副会長という大

役を仰せつかりました中桐です。

当クラブに入会させていただき、

まだ日が浅く、微力非才ではあ

りますが、当クラブの発展のた

めに与えられた職務を全力で

傾注致します。今期、倉敷ライ

オンズクラブは認証 60 周年を迎える記念すべき年です。

藤原会長のもと、緊張感を絶やすことなくウィ・サーブの

精神で各活動に邁進して参りますので、今一層のご支

援ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げご挨拶と

致します。 

 

 

 

 

 



YCE 国際関係委員 小川洋一 

この度 YCE 国際関係委員とい

う地区委員を初めて受けた小川

です。YCE 事業とは、LC 福岡国

際協会によれば、「ライオンズクラ

ブのスポンサーの支援で海外へ

留学する事が出来る交換制度で

す。前途有為のユースがスポンサ

ーにより招かれて外国を訪問し、指定の家庭に一定期

間滞在し家族の一員として待遇される。この間異国の地

域社会と観察体験しつつ、訪問先の人々との

man-to-man の関係を通じて相互理解を深め、新しく

友愛が生れ国際感覚を養い、親睦と協調の精神をつち

かい、しいては世界平和に寄与すること」が目的です。

私の初仕事は、7月 15日に YCE事業を自ら実践いた

します。そう、台湾台東市ＬＣの御子息を 9日間預かるこ

とになりました。高雄大学で環境産業の勉強をされてい

る 19歳の学生です。現在 9日間のメニューを考えおり、

水島工業地帯の工場見学(中電さん他)･広島原爆ドー

ム/カープ観戦(佐野邸泊)･倉敷美観地区散策(途中マ

ルキさんで小休憩)･後楽園と岡山城･アウトレットでショッ

ピング･ＵＳＪ･神社/仏閣巡り･瀬戸大橋･ファジ観戦･ボー

リング･カラオケ等私もできるだけ一緒に楽しもうと思って

います。地区委員の立場から、ご協力をお願いすること

が多々あると思いますので、その時はよろしくお願い致

します。 

 

GLT 未来塾委員 中井大介 

このたび地区GLT未来塾委

員会に推薦頂き就任する運び

となりました。GLT とはグローバ

ル・リーダーシップ・チームの頭

文字であって、LC の未来をま

すます活性化していくために奉

仕するのが役割と理解していま

す。 

 先日、倉敷天文台で木星の観測をいたしました。夏

至も近い 19 時過ぎ、まだまだ西の空は明るい。望遠鏡

を木星に合わせる事前作業として裸眼で目視するので

すが、もっとも発見が遅かったのは私でした。未来の希

望の星を見つける作業チームである当委員会において

も、私の能力はさほど変わらないのではないかと思いつ

つも頑張りたいと思います。 

 

☆ゲストスピーチ(6 月 1 日第一例会)☆ 

『ネパールについて』 

 アルチャナ･シュレスタ･ジョシ様 

☆メンバースピーチ(6 月 15 日第二例会)☆ 

『宗歌 いろは歌』      上西孝道 

新ガバナー紹介 

2016～2017 年度 

336-B 地区 

 

 

大谷
おおたに

 博
ひろし

 ガバナー 

（岡山ＬＣ） 

ガバナー方針 

アクティビティ・スローガン 

『 地域に新たな風を 』 

地区ガバナー・スローガン 

『 Effort to Change 』 

地区ガバナー・キーワード 

『家族』『次世代』『奉仕』『ＬＣＩＦ』 

 

ご 挨 拶 

336-B地区ガバナー 大谷 博 

第二副地区ガバナーに就任させていただき、あっという

間の二年間でした。色々と学んでまいりましたが、この本

番となる一年間、皆様方と共に一層励んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 今期は、ライオンズクラブ創設 100 周年を迎えます。

“次なる山”を乗り越えようとするならば、後に続く次世代

のライオンズたちに道を示し、奉仕の伝統を守るため、

眼前に進むべき道を整えなければなりません。 

 “次なる挑戦”“次なる目標”“次なる奉仕の対象”～私

たちの奉仕の仕事に終わりはありません。 

 GMT については、『新会員招請』は最重要課題です。

ひとりの新会員が、奉仕によって影響を与えることので

きる人数は 30 人です。そのためにも急がねばなりませ

ん。また GLT については、『次世代育成』として“GLT

未来塾”を開設し、若いメンバー同士の繋がりを強くして

まいります。そして地域社会と繋がり、新しいライオンズ

旋風を巻き起こしていただくとともに、次の 100年に向け

てクラブを活性化し更に発展させていきましょう。 

 最後に、メンバーだからこそできる国際貢献が『LCIF』

です。間もなく 50 周年を迎える LCIF に会員の皆様の

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 この一年間、元気で、明るく、楽しい、ライオンズ活動

を皆様方とともに楽しみながら進めていきたいと思いま

す。 



■  第 1411 回例会報告  

（2016.6.1）  

出席者 37 名欠席者 22 名  

純例会出席率 61% 

メークアップ後出席率 69% 

【承認事項】  

①大月美知子さん、山本俊夫さん、片山禎

夫さん、3 名の入会が承認されました。  

②アイバンク賛助会費 (法人会費 1 万円 )の

入会が承認されました。。  

【幹事報告】  

①キャビネットより、第 62 回年次大会事務局

閉局のお知らせが届いております。閉局日は

5 月 20 日です。  

②年度末が近 くなっておりますので、ファイ

ン・ドネーション等未収金の清算にご協力を

お願い致します。  

③佐藤大さんが退会され、交代会員が大内

靖さんです。  

④堀昌正さんが退会され、交代会員が深井

賀博さんです。  

 

■  第 1412 回例会報告  

（2016.6.15）  

出席者 37 名欠席者 22 名  

純例会出席率 63% 

メークアップ後出席率 79% 

【幹事報告】  

①6 月 15 日に新旧理事会、28 日に準備理

事会を予定しております。  

②5 月 25 日開催の 5R-1Z･2Z ZC 杯親善

ゴルフ大会のお礼がホストクラブの倉敷阿知

LC より届いております。  

③5R 次期会長・幹事会開催のご案内が届

いております。6 月 17 日 (金 )18：30～福祉プ

ラザにて開催の予定です。当クラブより、次期

幹事石伊さん、第一副会長岡本さんが出席

の予定です。  

④新事務局の契約が完了いたしました。業

務開始は 6 月 17 日 (金 )です。なお、事務局

の勤務時間は 9 時～16 時です。  

 

 

 

《第 1411 回例会 6 月 1 日》  

●誕生祝  

上西さん、小川洋さん、梶谷さん、  

中西さん、増井さん、三村さん。  

各 50 枚  

●結婚祝  

原さん、西原さん、中桐さん。  

各 50 枚  

 

●堀さん  

長い間ありがとうございました。7 月から交代

会員の深井も宜しくお願いします。  

50 枚  

●足立さん、石伊さん、岡本さん、  

小野鈴さん、藤南さん、増井さん、丸山さん  

ゴルフ大会  5R ゾーン・チェア・パーソン杯で

昨年に続いて団体優勝しました。  

各 30 枚  

●藤原京さん  

アルチャナさん、今日はありがとうございました。

ネパールと日本の奉仕での橋渡し、これから

も頑張ってください。  

100 枚  

●岡本さん  

5R ゾーン・チェア・パーソン杯、個人戦で優

勝しました。部長が急遽欠場し、代役が果た

せて良かったです。  

30 枚  

●丸山さん  

5R ゾーン・チェア・パーソン杯、HD のおかげ

で個人戦 3 位になり、チームに貢献できて良

かったです。  

50 枚  

《第 1412 回例会 6 月 15 日》  

●上西さん  

今日 6 月 15 日は真言宗の開祖弘法大師の

誕生部です。この日にメンバースピーチが出

来る事は無常の喜びです。聊かでも皆様の

御役に立てるようなスピーチでありたいと思っ

ております。  

100 枚  

●古和さん  

6 月 5 日釣り同好会で釣り大会を開催しまし

た。午前中はあいにくの雨と風で釣果は今一

つでしたが、真鍋島の漁火で昼食を取り楽し

い一日となりました。  

50 枚  

●松本さん  

１年間大変お世話になりました。ほっとしてい

ます。  

100 枚  

●木曽さん  

松本会長、１年間お疲れさまでした。計画親

睦委員会のメンバーの皆様お世話になりまし

た。とても充実した１年でした。  

100 枚  

 

事務局移転  

倉敷ライオンズクラブ事務局は６月１７日

(金 )より移転しました。 

〒710-0824 

倉敷市白楽町４１１番地１ 

       ヨコタビル６F 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

倉敷ライオンズクラブ発行 

会   長：藤原京子  幹   事：石伊繁文  PR委員長：中原寛子 

事 務 局：倉敷市白楽町 411-1 6F  電話（０８６）４２２－７１２６ 

例 会 場：倉敷市中 1丁目 1-44    電話（０８６）４２２－５１４１ 

HP：http://www.kurashiki-lions.org/ 

7 月 行事予定 

5 日 (火 )18:30～  浜吉  

周年アクト委員会  

12 日 (火 )18:30～  びすた  

周年記念委員会  

20日(水)12:15～ 倉敷国際ホテル 

第二例会 (第 1414 回 ) 

 

６月  誕生祝の皆さん 

６月  結婚祝の皆さん 


