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第 32 回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ 甘酒接待
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～薬物乱用防止教室～
“平成”最後のライオンズクラブ合同アクト！
『５Ｒ合同アクティビティ 瀬戸内ツーデーマーチ甘酒接
待』が３月１０日（日）に開催されました。
朝から雨が降り続き、午後からは風も吹く中でしたがツー
デーマーチ参加者約 1200 名の皆様に温かく美味しい甘酒
を心込めてお届けすることができました。これも偏に倉敷ラ
イオンズクラブメンバーをはじめ、各ライオンの方々のご協
力の賜物と深く感謝し、心より御礼を申し上げます。
今回は、倉敷ライオンズがホストクラブでした。その気づき
が無く、事前の打合せも出来ないまま当日を迎えたことが反

3 月 5 日（火）、倉敷西小学校に 7 名のメンバーが出向き、本
年度第 4 回薬物乱用防止教室を実施しました。今回は、4 月に

省点です。他クラブへのコーヒーやお茶の接待を失念し、

は中学生となる予定の 6 年生 56 名に出席いただきました。まず

事務局に取りに帰っていただくなど、行き届かないことが多

教室では、薬物乱用 DVD を 15 分、その後、岡本講師から薬物

く大変申し訳ございませんでした。改めて“ホストクラブ”で

の種類と作用、心身に及ぼす影響、断り方などの解説があり、そ

あるという認識を共有し、どのような事を事前に準備し当日

の後、木曽講師より強調すべきポイント（薬物乱用は人体に悪影

の役割分担を決めておくかということが、今後の合同アクテ

響を与えるだけでなく、家族や社会までダメにしてしまう）等の復

ィビティ運営の要と考えています。次期社会アクト委員長に

習を行い、最後に皆で、誘われてもきっぱり断る合言葉、薬物乱

も申し送り致します。今回のことをきっかけに新たな時代に

用は『ダメ。ゼッタイ。』を

向けて、倉敷ライオンズクラブの絆深まる取組みに繋がるこ

唱え、授業を終わりまし
た。今後も、活動を継続

とを願っています。

して参りますので、教室

（「甘酒接待」芸文館会場責任者 森川政典）

開催の要望がありました
ら情報をお寄せ下さい。
（記：中桐 潔）

3 月第二例会
L.藤原麻衣

先日は大変貴重なお時間をいただきニューメンバースピー
チをさせていただきました。旅行で使える簡単なイタリア語を紹
介させていただきました。
2006 年3 月 9 日（ThankYou の日）にイタリアレストラン「カナー
レ」をオープンさせていただき、お陰様で 14 年目を迎える事が
できました。それに伴い、地域の方々に感謝伝え、何か恩返し
をできる事はないだろうか？と思い、ご縁がありまして入会させ
ていただきました。
まだまだ未熟者ですが、諸先輩方のご指導ご鞭撻のほど宜し
くお願い致します。

～335MD レオクラブによる
真備支援活動へのサポート～
3 月第二例会は、ゲストス
ピーカーとして株式会社フ
ァジアーノ岡山スポーツク
ラブ代表取締役の北川真也
氏をお招きしました。
「ファジアーノ岡山」
（以
下、
「ファジアーノ」
）は、
桃太郎伝説のキジがチーム
名の由来とクラブカラーと

ライオンズ３３５複合地区レオクラブ真備派遣事業で、若

なっていることや、当クラ

いメンバー男女４０名が２台のバスに分乗して３月２３・２

ブのメインアクトとなっている「ちびっ子フェスティバル

４日に災害支援活動に来倉しました。９月に続いて２回目の

『ファジアーノ岡山サッカースクール』
」の発足経緯等のお

事業でした。
今回お願いした活動は、井原鉄道高架下の粗大ゴミ撤収後

話がありました。
また、岡山県におけるプロスポーツ文化形成に関わってき

の瓦礫の撤去、箭田の竹林を伐採整備する手伝いでした。地

たファジアーノの取組みや、ファジアーノのクラブ理念「子

元のライオンズクラブからはサポートとして招集がありまし

どもたちに夢を！」実現のためのサッカー専用スタジアム整

たので、倉敷クラブから２３日は藤原麻衣さん、２４日午前

備の必要性などについて、映像を活用して熱く丁寧にお話い

に坂本夫妻、森田さんと岡本の 4 人が参加しました。サポ
ーターは延べ２５名程でしたが、２日間とも竹を切り続けた

ただき、あっと言う間の 25 分でありました。
（記：深井賀博）

方々、手配や世話をしてくださった方々ご苦労様でした。
レオクラブのメンバーには、率先して自ら動き適切な指示
を出す“つなぎ”の作業着を着た２人の若いリーダーが目立
ちました。地元の伐り手がチェンソーで倒した竹を素早く取
り除き、それを受けたもう一人のリーダーが声掛けして、長

VS

さ３０ｍ近くの竹を平らな場所に運び横たえる。適度な長さ

2019 年 3 月 17 日、今日はちびっ子フェスティバルに参加し

に切り分けられた太い竹はみんなで一か所に積み重ね、笹の

てくれたちびっこと親、180 組を招待した福岡戦。ここで負けるわ

部位は燃やし、手際よく

けにはいかない。今までの対戦成績は 4 勝 4 敗 9 引き分けと全

処理しました。私は手の

くの五分、否応無く応援にも力が入る。

届かないところを手伝う

今年は監督が代わって、相手ボールへのチェックが厳しく中盤
で奪ったボールを持って相手陣内に入って行くのでわくわくす
る！開始 15 分、ファウルをもらい絶好の位置から上田康太の左

程度でもっぱら感心して
見学していました。
(記：岡本良夫)

足一閃！強い逆風で綺麗に落ちて先制点！いや～気持ち良
い。康太の復活を待っていた！ところが後半開始早々追いつか
れてしまうが、去年なら浮き足立ってしまうところでも今年は攻め
る！イ・ヨンジェのシュートが弾かれた所に仲間隼人有り！決勝
点をあげた我らがファジアーノはそのまま逃げ切って最高の勝
利。子供達に満面
の笑顔と親子の絆
を届けられたかな。
(記：藤南和将)

3 月 13 日(水)倉敷市役所市長応接室にて倉敷三斎市での
収益金を寄附する「倉敷市よい子いっぱい基金寄附採納式」
が開催され、クラブを代表し、石伊会長が参加されました。

■ 第 1477 回会報告
（2019.3.6）
出席者 42 名欠席者 22 名
純例会出席率 66%
メークアップ後出席率 72%

【幹事報告】
①作家の先生にお花をお送りしています。
〇天神窯 三人展(岡本篤先生、川上節子先生、
岡本和敏先生)倉敷天満屋 4 階美術画廊にて
3/6(水)～11(月)まで開催〇2019 倉敷からの風
(杉田修一先生)ギャラリー十露で 3/14(木)～
17(日)まで開催〇倉敷ガラス 小谷眞三展(小谷
眞三先生) 融(とをる) 民芸店で 3/1(金)～5 日
(火)まで
②倉敷天領 LC より周年式典ご臨席の御礼状が
届いております。
③3/9(土)14：00～第 4 回キャビネット会議が開催
されます。当クラブより木曽 ZC が出席されます。
④3/10(日)10：00 より芸文館前広場にて 5R 合同
アクト「ツーデーマーチ」甘酒接待を行います。
⑤5/13(月)ZC杯親善ゴルフ大会が鬼の城ゴルフ
クラブにて開催されます。当クラブがホストになり
ますので、同好会以外の方も奮ってご参加くださ
い。

■ 第 1478 回例会報告

（2019.3.20）
出席者 41 名欠席者 23 名
純例会出席率 64%
メークアップ後出席率 75%

【幹事報告】
①作家の先生にお花をお送りしています。
〇児島塊太郎 作陶 40 周年「吉備の国から」
(児島塊太郎先生)
岡山天満屋 5 階美術画廊にて 4/10(水)～開催
②3/13(水)13：30～倉敷三斎市「新春たすけあ
いバザー」での収益金￥59.550-を倉敷よい子
いっぱい基金へ寄贈するため、倉敷市役所で行
われた採納式へ石伊会長が出席されました。
③倉敷東小学校、倉敷西小学校より薬物乱用防
止教室の感想文が届いています。テーブルに回
しておりますのでお読みください。
④既にご案内しております通り、
5/13(月)ZC 杯
親善ゴルフ大会が鬼の城ゴルフクラブにて開
催されます。締め切りは 4/11 です。当クラブ
がホストになります。奮ってご参加ください。
⑤皆様には FAX しております 3/23(土)24(日)
に 335 複合地区レオクラブより真備へ支援活
動に来ていただけます。サポートとして当ク
ラブよりは L.岡本、L.木曽、L.藤原麻衣、L.
森田が参加してくださいます。宜しくお願い
致します。
⑥既に FAX しておりますが、例年通り倉敷真備
LC より筍チャリティの案内が来ております。
ご
協力をお願いします。締め切りは 4 月 3 日(水)
です。
⑦キャビネットより「献血推進・糖尿病予防支
援セミナー」の案内が来ております。5 月 11 日
(土)14：00～岡山商工会議所にて行います。参
加希望の方がおられましたら幹事・事務局まで
お願いします。

DONATION
《第 1477 回例会 3 月 6 日》
●誕生祝（各 50 枚）
伊田さん、大原秀さん、岡さん、藤南さん、
西原さん、能登さん。
●結婚祝（各 50 枚）

岡さん、河田さん、森山さん。
●小川さん（50 枚）
2/12(火)倉敷市国際交流協会会長として、岡山
ユニセフでの外貨コイン募金寄託式に参加し
ましたところ、RSK さんに取材していただき、
イブニングニュースで放映されました。宮﨑常
務、どうもありがとうございました。
●小川さん（50 枚）
2/20 の ZC 親善ボウリング大会で、個人優勝し
ました。トータルスコア 335、3 連覇に向けて
ゴ(5)―ゴ(5)―！！
●岡本さん（50 枚）
指名会を終えることができました。ありがとう
ございます。4 月の選挙会も、皆さん宜しくお
願い致します。
●岡本さん（50 枚）
L.木曽の指導で、
今年度4回の薬物教室を終え、
延べ 29 名のメンバーの方に参加いただきまし
た。認定講師もメンバーだけで 10 名になりま
した。
●石伊さん、岡本さん、小川さん、小野更さん、小野
鈴さん、川崎さん、木曽さん、古和さん、高吉さん、
竹森さん、深井さん、藤原麻さん、三村さん、室山さ
ん、森本さん、山本さん、吉田さん、渡邊義さん（10
枚合計 180 枚）

先月のボウリング大会にて、惜しくも準優勝。来
年の必勝を念じて。

《第 1476 回例会 2 月 20 日》
●石伊さん、深井さん(各 50 枚)
北川社長本日はありがとうございました。
●森川さん(50 枚)
3/10(日)雨の中、午後からは風も吹く中、5R 合同
アクトとして、ツーデーマーチ参加者へ美味しい
甘酒の接待を行いました。約 1200 名の方々に
提供することができました。ご協力頂いた皆様、
心より感謝申し上げます。
●木曽さん（30 枚）

5R 合同アクトの甘酒接待では雨の中たくさんの
メンバーにご協力いただきありがとうございまし
た。
●原さん（50 枚）
本日閉会の挨拶をさせ 倉敷ライオンズクラブ発行
ていただきます！
会
長：石 伊 繁 文 幹

4 月 行事
3 日(水)18:00～倉敷アイビースクエア アイボリーの間
花見例会(第 1479 回)
14 日(日)9:00～玉野市総合体育館
第 65 回地区年次大会
17 日(水)12:15～倉敷国際ホテル
第二例会(第 1480 回)

5 月 行事予定
8 日(水)12:15～倉敷国際ホテル
第一例会(第 1481 回)
13:45～倉敷国際ホテル 桜花の間
臨時理事会・元会長会
18:30～倉敷物語館
次期 計画親睦委員会
13 日(月)08:30～鬼ノ城ゴルフ倶楽部
5R-1Z･2ZZC 杯親善ゴルフ大会
15 日(水)12:15～料理旅館 鶴形
第二例会(第 1482 回)
21 日(火)18:30～合同事務局
第 66 回地区年次大会各部会長会議
22 日(水)17:00～倉敷アイビースクエア
第 4 回諮問委員会
19:00～倉敷アイビースクエア
懇親会及び合同例会
18:30～倉敷物語館
計画親睦委員会
26 日(日)08:00～総社スポーツセンター・きびじアリーナ
336 複合地区年次大会

事：深 井 賀 博
PR 委員長：中 原 寛 子
事 務 局：倉敷市西中新田 490-6 SQUARECOOP201
電話（０８６）４２２－７１２６
例 会 場：倉敷市中央 1 丁目 1-44
電話（０８６）４２２－５１４１
HP：http://www.kurashiki-lions.org/

