2019 年 (平成 31 年)

2 月号

第 28 回ちびっ子フェスティバル

「ファジアーノサッカー教 室 」
平成 31 年 1 月 6 日(日) 倉敷運動公園 陸上競技場

倉敷ＬＣ

更なる一歩踏み込む姿勢で“ウィサーブ！”(スローガン )
『 Ｗ ｅ

336－B 地区

Ｓ ｅ ｒ ｖ ｅ ！ へ の ビ ジ ョ ン 』(スローガン )

1 月第一例会（第 1473 回例会）

～濁流の流るる様を写し出す
テレビを見つつ失せしをいたむ～
『天皇陛下御製について 一考察』
象徴天皇のお役目とご自身に念じ、被災地の各地に足を運ば
れ慰霊と労りの行幸啓を重ねられ、ここ真備の地でも伊東市長の
涙ながらの説明さに深く聞き入られ、一日も早い復興をとお言葉
を戴き感激を新たに致しました。その時に読まれた御製は何とか
記念碑または慰霊碑として残せな
いか、これこそライオンズが取り組
んでも良いのではないか。一言を
呈し、ご意見を賜りたい。二度と過
ちを繰り返さない為にも。
（記：上西孝道）

2019 年 1 月 6 日（日）に第 28 回ちびっ子フェスティバル
「ファジアーノ岡山サッカースクール」が、倉敷運動公園陸
上競技場で開催されました。27 年間お世話になった山陽

1 月第二例会（第 1474 回例会）
ゲストスピーカーとして倉敷市阿知３丁目東地区市街地再開

ハイツより新たな場所を移すことに多少のリスクを感じてい

発組合 理事長 内田 耕太郎氏と、株式会社ア-ル・アイ・エ-

ました。学校側とファジアーノ岡山の協力を得ながらの協議

計画部副主任 再開発プランナ- 小田 真太郎氏をお招きしま

でした。問題があるとした広さのことも、グラウンドコンディシ

した。 阿知３丁目東地区の市街地再開発の事業概念・都市計

ョン等々と費用の面からも、此処しかない！という想いで委

画の内容・施設計画等についてお話しいただきました。倉敷ア

員会メンバーの理解も頂きました。

リオやアウトレットのオ-プンにより中心市街地が大きく変化する

男女児童 199 名が大きな怪我をする子もなく無事終える

中「まちつむぐ、倉敷阿知」をコンセプトに再開発に取り掛かり、

ことができたのは、倉敷 LC の皆様の多大なるご協力があ

施工面積約 1.7ha を 1 街区と 2 街区に分け住宅や商業施又ホ

ったからだと思います。

テル、駐車場等を設け、更に街区の中心に、緊急自動車の進

厚く感謝申し上げます。

入可能な道路を整備し、建築物のセットバックや倉敷の景観に

（記：青少年委員長 原淳二）

も配慮した高さや彩色にして、住み続けたい町倉敷、訪れたい
町倉敷そして倉敷の玄関口にふさわしい街創りの熱い思いを
お聞きしました。
（記：藤井徹海）

３３６－Ｂ地区一斉募金活動

～薬物乱用防止教室～

336－B 地区では合同アクトとして毎年一斉清掃活動をし
ていますが、今期は西日本豪雨災害復興支援一斉募金活動に
取り組みました。
当クラブも 1 月 20 日に倉敷駅前 2 階デッキに木曽 ZC、会
長、幹事等 6 名が参集、午前 10 時から倉敷駅を利用する人
たちに募金を呼びかけました。伊東倉敷市長からも募金して
頂き、また我らがクラブのマスコット（！?）
“勇ちゃん”の
活躍と事務局の強力な応援を得て当クラブでは 31,405 円、
５R 全体では 157,533 円

３１年１月１６日（水）午後１時５０分～柳井原小学校において今

の募金がありました。

年最初の薬物乱用防止教室が開催されました。全校児童数３７

ご協力くださいました皆

名の小さな小学校で複式授業を行っている関係で、今回は５年

様に心よりお礼を申し上

生５名（１名病欠）と６年生２名、合わせて７名が参加しました。クラ

げます。

ブからも同数の７名が講師として駆けつけました。全員の自己紹

（記：社会アクト委員長

介の後、木曽院長の講義が始まりました。薬物の怖さの正しい知

山本俊夫）

識を持ち、最初に進められた時に「ダメ・ゼッタイ」と断る勇気を持
つようにと DVD・薬物標本・パンフレットを使って分かり易く説明
しました。

(記：木曽昭光)

倉敷三斎市「チャリティバザー」

1 月 20 日（日）、雨降る中、高梁川流域「倉敷三斎市にて倉敷
商工会議所青年部のみなさんと互いに協力し、倉敷市「よい子い
っぱい基金」への募金活動として恒例のバザーを開催いたしま
した。山本社会アクト委員長をはじめ多くのライオンの参加によ
り、テント内は盛り上がりました。最初は 1,000 円 500 円等の料金
設定も、その後、「お一人様何個でも…」、「セット販売…、半額
…、そのまた半額…、最後はまとめてもっていけ！」と東京上野
のアメ横に負けず劣らず
勢の良い掛け声が会場に
響いていました。
（記：社会アクト副委員長
森川政典）

2 月 行事
1 日(金)18:30～倉敷国際ホテル
4 日(月)18:30～倉敷 LC 事務局
4 日(月)18:30～合同事務局
5 日(月)18:30～合同事務局
6 日(水)11:30～倉敷国際ホテル
6 日(水)12:15～倉敷国際ホテル
8 日(金)14:00～倉敷東小学校
9 日(土)13:00～岡山商工会議所
17 日(日)16:00～アイビースクエア
20 日(水)12:15～倉敷国際ホテル
20 日(水)18:30～サンフラワーボウル
27 日(水)18:30～倉敷国際ホテル

：ちびっ子サッカースクール反省会
：親善ボウリング大会準備会（最終）
：第 66 回年次大会各部会長･副部会長会議
：5R 緊急会長・幹事会
：第 5 回臨時理事会
：第 1 例会(第 1475 回)
：薬物乱用防止教室
：GMT・GLT・FWT 合同セミナー
：倉敷天領 LC 周年記念式典
：第 2 例会(第 1476 回)
：ZC 杯親善ボウリング大会
：第 3 回ガバナー諮問委員会

3 月 行事予定
5 日(火)14:00～倉敷西小学校
6 日(水)12:15～倉敷国際ホテル
10 日(日)10:30～芸文館
20 日(水)12:15～倉敷国際ホテル

：薬物乱用防止教室
：第 1 例会(第 1477 回)
：瀬戸内ツーデーマーチ甘酒接待
：第二例会(第 1478 回)
ゲストスピーチ:ファジアーノ岡山北川社長予定

■ 第 1473 回会報告
（2019.1.9）
出席者47 名欠席者17 名
純例会出席率81%
メークアップ後出席率88%

【幹事報告】
1.1 月 12 日(土)13：30～倉敷市芸文館会議室にて
GAT 座談会が行われます。当クラブより社会アクト
副委員長の森川さんが出席されます。
2.1 月 13 日（日）10 時～ 西日本豪雨災害ならびに
北海道地震災害支援 336-B 地区「一斉募金活動」が
行われます。10 時に倉敷駅南口2 階デッキ（天満屋
寄り）に集合です。参加できる方は、事務局までお
知らせください。ご協力お願いします。
3.1 月20 日（日）倉敷三斎市「チャリティバザー」があ
ります。※チャリティバザーの物品提供は、1 月 16
日(水)までに事務局までお願いします。
4.薬物乱用防止教室のお知らせです。1 月 16 日
(水)14：00～柳井原小学校、1 月26 日(土)10：40～霞
ヶ丘小学校にて行います。委員会メンバー以外の方
も是非ご参加ください。詳しくは事務局までお願いし
ます。
5.2 月 20 日(水)18：30～サンフラワーボウルにて ZC
杯親善ボウリング大会があります。本年度は当クラブ
がホストです。案内は既にお送りしております。締め
切りは 1 月28 日です。皆様、奮ってご参加お願いし
ます。

■ 第 1474 回例会報告

（2019.1.23）

立薗小学校に集まれ」というイベントで被災者へ
お米（5 ㎏詰 約200 袋）を配布します。その精米
代と袋代(約 200 袋分)13.000 円を 5R 水害本部災
害支援金から拠出させていただくとの事です。
7.キャビネットより 2019 年夏期 YCE 受入家庭の
募集が来ております。7 月中旬から8 月中旬の約3
週間です。締め切りは3/15 です。詳しくは事務局
までお願いします。
8.キャビネットより「東京2020 パラリンピック出
場を目指している次世代選手への支援事業」にか
んする選手推薦の応募のお知らせが来ています。
締め切りは2/28 です。詳しくは事務局までお願い
します。

DONATION

純例会出席率60%

【承認事項】
1.クリスマス家族例会の収支報告が承認されました。
家族会からの補填額は 418.088 円です。
2.上期ガバナーズアワードの申請は、例年通り「倉
敷現代工芸秀作展」とする事で承認されました。
3.ファジアーノ岡山のブロンズ会員（年間 5 万円）を
更新する事が承認されました。

【幹事報告】
1.1 月25 日(金)18：30～5R 合同アクティビティ準
備委員会が開催されます。当クラブより、社会ア
クト副委員長の森川さんが出席されます。
2.1 月13 日(日)10：00～倉敷駅前にて336-B 地区
一斉募金活動が行われ、当クラブより 6 名が参加
くださいました。収益は倉敷 LC が 31.405 円、5R
で157.533 円になりました。
3.1 月26 日(金)10：40～霞ヶ丘小学校で薬物乱用
防止教室が開催されます。出席できる方がおられ
ましたら事務局までお願いします。
4.2 月 1 日(金)18：30～ちびっ子フェスティバル
の反省会が当ホテルにて開催されます。奮ってご
参加お願い致します。
5.2 月20 日(水)18：30～サンフラワーボウルにて
ZC 杯親善ボウリング大会が行われます。残念なが
ら出席者が大変少なくなっております。皆様ご協
力をお願い致します。出席できる方は事務局まで
お願いします。
6.5R 水害対策本部より「真備町への米の寄贈につ
いての報告」がきております。柴田農園 柴田和
彦様より真備町へ玄米を 1080 ㎏支援したいとの
連絡があり、1 月27 日(日)に開催される「倉敷市

●藤原京さん(50 枚)
平成最後の新年一般参賀に参りました。天皇陛下のお
出ましに万歳万歳の声があちこちから起こり、陛下のお
言葉に感動と感謝の思いをいたしました。

●木曽さん(30 枚)
平成31 年明けましておめでとうございます。石伊丸も
道半分まで来ました。今年も宜しくお願いします。

●原さん(200 枚)
年男新年のあいさつをさせて頂きました。また 1 月6 日

《第 1473 回例会 1 月 9 日》
●全メンバー（各 10 枚 計650 枚）
新年おめでとうございます。

のちびっ子フェスティバルも大変お世話になりました。

●岡さん(200 枚)
まずは伊東市長様、新年のスピーチありがとうございま

●クリスマス家族例会出席者（1060 枚）
商品に対してドネーション頂きました。

した。当社新工場が藤木工務店様のおかげで予定通
り、昨年12 月10 日に竣工いたしました、地鎮祭の日が
7 月6 日真備町水害の日でしたので、藤木さん大変だ

●結婚祝（各50 枚）
小野更さん、小野鈴さん、木曽さん、宮田さん。

ったと思います。

●誕生祝（各50 枚）
金光さん、川崎さん、田村さん、原さん、
藤井孝さん、吉田さん。

昨年はクリスマス家族例会大勢の方にご参加ご協力頂

●難波成さん(100 枚)
きました、楽しい素敵な例会となりました。次はお花見
です。色々な計画を準備しますので、皆さんたくさんの
ご参加お待ちしています。

出席者39 名欠席者25 名
メークアップ後出席率84%

●渡辺康さん(100 枚)
11 月 27 日当社の忘年会を国際ホテルで行いまし
た。藤井支配人をはじめ当ホテルの皆様大変お世
話になりました。

●石伊さん・深井さん(各 50 枚）
新年の例会にて伊東市長よりご多忙中の中年頭ご
挨拶頂き誠にありがとうございました。

●吉田さん(50 枚)
ちびっ子サッカースクールではお世話になりました。
無事に終了しましたのも皆様のおかげです。ありがとう

●上西さん(100 枚)
伊東市長にとって昨年は大変な年であったと思い
ますが、今年は市長の手腕を発揮して復興に全力
で取り組んで下さる事を期待します。

ございました。

《第 1474 回例会 1 月 23 日》
●難波敢さん(100 枚)
2018 年（平成30 年）12 月29 日に中国政府より「新時代

●女子会一同(各10 枚（ 計 130 枚 ）)
倉敷市長伊東かおり様、本日はお忙しい中をお越
し下さいましてありがとうございます。

中国経済革新企業」及び「新時代中国経済優秀人物賞」

●難波敢さん(100 枚)
クリスマス例会の貴重な時間を孫のために裂いて
いただき有難うございました。良い経験をさせて
いただきました。

2019 年（平成31 年）1 月18 日、優れた経済手腕により

を受賞いたしました。

●難波敢さん(100 枚)

●石伊さん(50 枚)
ちびっ子フェスティバルが雨も降らず無事、新た
に倉敷運動公園にて開催されました。本当に原委
員長以下委員会メンバー、会員方々ありがとうご
ざいました。

企業を成長させ、日本経済の発展と地域社会に大きく貢
献した経営者として、経団連会館にて日刊工業新聞社
より「優秀経営者賞」を受賞いたしました。

●木曽さん(30 枚)
クリスマス家族例会で当たったディナー券で 1 月15 日
の結婚記念日に倉敷国際ホテルで美味しい料理をいた
だきました。藤井さんありがとうございました。

●藤原京さん(50 枚)
皆様方のご協力で楽しいクリスマス家族例会を行
う事ができました。サンタさん、トナカイさん、計
画親睦委員の皆様お疲れさまでした。
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