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更なる一歩踏み込む姿勢で“ウィサーブ！”(
倉 敷 Ｌ Ｃ  

スローガン ) 
 

『 Ｗ ｅ  Ｓ ｅ ｒ ｖ ｅ ！ へ の ビ ジ ョ ン 』(
336－B地区  
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会長  石 伊 繁 文 

やっと1年を迎え無事任期を終

えようとしております。この1年

間は西日本豪雨災害に始まり無我夢

中の日々だったと感じております。 

振り返れば60周年の3年前は幹

事、昨年度は計画親睦委員長とライ

オンズ運営状況等がちょっぴり把握できました。今年度は会

長職に携わり、集大成と思いやる気満々にて臨みました。さ

れど体験する中で、ガバナー支援、5Rクラブ内の問題等、

打合機会時苛々が募るばかり･･･。その間、L.深井幹事、後

藤事務局以下5役を筆頭に後押し、サポート頂き本当に助か

り大変感謝申し上げます。 

今期スローガンである「一歩踏み込む姿勢」での活動不足

を反省し、何一つ目新しい変革行事を取り入れる事も出来

ず、若干後ろ髪を引かれる思いです。 

クラブを継続するに当たり、少子高齢化社会の影響が我々

クラブにも早急なる施策が必要と判断します。熟知されてい

る次期難波会長が今後のリーダーシップ発揮され、更に盛り

上げて戴ける事でしょう。無事大任を終える事となり、クラ

ブ会員皆様方の御支援御協力に感謝し心より御礼申し上げ、

退任挨拶と致します。 

           

幹事  深 井 賀 博 

このたび、幹事として１年間の職

務を無事終えることができるのは、

石伊会長の温かなご指導と、会員の

皆様のご支援のおかげだと思ってお

ります。心より感謝申し上げます。 

入会してわずか2年ほどの若輩者が幹事を務めさせて頂

き、ご迷惑をおかけすることが多くあったかと存じます。心

よりお詫び申し上げます。 

振り返ってみますと、今期のスタート後早々に西日本豪雨

災害が起こり、５R内での災害対策等の会合や真備町支援活

動等、通常では経験できない活動が数多く行われました。こ

のような活動を通じ５Rの他クラブの方々と交流する機会も

増えたと思っております。また、当クラブの理事会及び各委

員会活動等を通じて、ライオンズクラブへの理解を深めるこ

とができたと思っております。 

このような貴重な経験をさせて頂いたことを今後のライオ

ンズクラブの活動に活かしていきたいと考えておりますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 
会計  渡 邊 義 友 

この度は、会計という重要な

役職を1年間務めさせていただ

き、どうにか無事に任期を全うす

ることができ、こうして退任のご

挨拶ができますことを心より御礼

申し上げます。 

ライオンズに入会して僅か1年での大役であり、知識・経

験の浅い未熟者ではありましたが、会長・幹事をはじめ皆様

の温かなご指導ご助言と事務局後藤さんのフォローもいただ

き、何とか役目を果たせることができ大変感謝致しておりま

す。理事会にも参加させていただいたことで全体的な活動も

一層理解を深めることができ、私自身We Serveの精神につ

いてもとても勉強の年となりました。この貴重な経験を今後

のライオンズでも活動に生かし、役に立つ会員であるよう頑

張ってまいりますので、引き続き皆様のご指導ご鞭撻を宜し

くお願い申し上げます。 

 

 

 

5R-1Zゾーン・チェアパーソン  

木 曽 昭 光 

今年度336B地区5R-1Zのゾー

ン・チェアーパンと云う大役を仰

せつかりました。LC在籍27年です

が、今までキャビネット本部の役

員を務めた経験がありませんでし

た。例年の仕事を踏襲すれば良いとのアドバイスをいただい

ておりましたが、ご存知の通り7月7日の西日本豪雨災害が

発生し、5Rの仲間である倉敷真備LCが存亡の危機に立たさ

されるほどの大被害にあわれました。その後の経過は会員皆

様がご存知の様に真備町の災害復興支援の日々が続き、今も

終わってはおりません。一般市民のボランティアのみなら

ず、LCの関係では336-B地区をはじめ336MD地区や日本中の

LC・さらには世界のLCIFからの資金援助等々、多種多様な

物的支援や人的支援をいただきました。LC精神を実感し、地

区内・日本国内・全世界のLCの連帯を過去にこれほど強く

感じたことがないほどの1年でした。関係各位に深く感謝

し、心より御礼申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月第一例会は待ちに

待った濱家輝雄さんをゲ

ストスピーカーにお迎え

しました。 

低音で魅力的な声の濱

家さんに「マドンナ」と

呼ばれ嬉しいやら、恥ず

かしいやら・・・ 

このような会話から始

まるコミュニケーションは、言葉の力8％・内容37％・表情

55％と半分以上が表情の影響が大きいそうです。統計が示す

ように、コミュニケーション力を上げて、信頼関係を築いて

いくことが重要になります。いつまでも若々しくライオン活

動を続けるためには、社会に関心を持ち、感動を味わい、感

謝の気持ちを忘れずwe serve！     （記：藤原京子） 

     

 

5月第二例会は宅和博彦氏をゲストスピーカーにお迎え

し、「最近のフィンテック事情について」をご講話いただき

ました。日頃は、玉島信用金庫副理事長として金融業務に携

わっておられ、最近話題となっているキャッシュレス化を中

心にお話しくださいました。 

 中国の深圳は人類史上最速で成長するフィンテック最先端

のキャッシュレス化が最も進んだハイテク都市。日本はキャ

ッシュレス化が遅れているが、政府は現在の18％から2022

年40％超を目指している。メリットは実店舗の経営効率化、

消費の利便性向上、社会コストの削減等で、特に現金支払い

維持には年間数兆円～十数兆円の社会コストが発生してい

る。税制優遇など加速する今後の政府の動くが鍵となる。デ

ジタル化社会では、ビックデータ(情報)を握る者が世界を支

配「データは21世紀の石油」とされ、今後注目される。ま

ずは加速しているスマホ決済に興味を持って頂きたい。 

                   （記：渡邊義友） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5R-1Z・2Z ZC杯親善ゴルフ大会 
《団体戦》 

準優勝  倉敷クラブ 

《個人戦》 

5位 西村眞彰 30位 石伊繁文 

8位 岡本良夫 36位 室山晃一 

15位 古和 肇 38位 森川政典 

21位 藤井孝彦 41位 原 淳二 

22位 渡辺康晴 45位 難波 敢 

23位 藤井徹海 50位 小野鈴江 

ガバナーズ大賞伝達 

ガバナーズアワード伝達 

西日本豪雨災害による5R現地対策本部での支援活動について 

合同奉仕部門（5R9クラブ）でガバナーズ大賞を受賞しました 

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」について 

地域奉仕部門でガバナーズアワードを受賞しました 

L.中原に仮設店舗開業のお祝いをお贈りしました。 

今後も真備地区の復興のためにご尽力ください。 



■ 第1481回会報告              

（2019.5.8） 

出席者38名欠席者26名 

純例会出席率60% 

メークアップ後出席率70% 

【幹事報告】 
①倉敷真備 LC より「たけのこチャリティー販

売の御礼状」が届いております。②本日次期の

組織表をお配りしました。御確認よろしくお願

い致します。③11日(土)14：00～岡山商工会議

所で「GMT・GLT・FWT合同会員増強セミナー」

が開催されます。当クラブより次期GST委員の

岡本さんが出席されます。④次回の例会は15日

(水)12：15～鶴形で行います。お間違いなきよ

うお願い致します。 

 

■ 第1482回例会報告        

（2019.5.15） 

出席者32名欠席者32名 

純例会出席率50% 

メークアップ後出席率67% 

【承認事項】 

①花見例会の収支報告が承認されました。家族

会より\43.500-補填しております。 

【幹事報告】 

①キャビネットより夏期 YCE 台湾生受入家庭 

追加募集の案内が届いております。7/16～8/5

の間の来日生2名の受け入れ先がまだ決まって

いないようです。可能な方がいらっしゃいまし

たら、事務局までお願いします。 

②ご案内しています通り、ポロシャツとジャン

バーのサイズのアンケートの締切が近くなっ

ております。まだの方は5月末までにお願いし

ます。また本日ポロシャツの L、ジャンパーの

M・Lの見本を持ってきていますので、事務局ま

でお願いします。③復興支援としまして、L.中

原にお祝い金をお送りします。④L.中桐より退

会届が出ております。6月で退会予定です。 

⑤L.小野更生が7月から終身会員になります 

 

DONATION 

《第1481回例会 5月8日》 
 

●誕生祝（各50枚） 

古和さん、難波敢さん、難波成さん、 

松本さん、山本さん、渡邊義さん。 

●結婚祝（各50枚） 

井上きさん、古和さん、坂本さん、 

中井さん、中原さん、藤原京さん、 

室山さん。 

●藤井徹さん（50枚） 

明日5月9日～8月8日までホテルの改修工事

を行います。大変ご迷惑をおかけいたします。

5月 15日～7月 17日までの例会は旅館鶴形に

てお待ちしております。 

●高吉さん（100枚） 

TV 東京の‘アドマチ’に出演！！20 分間もテ

レビの画面を汚してしまいました。すみませ

ん！！ 

●中原さん（30枚） 

4月21日真備ふれあいセンターに「お酒本舗」

がプレ・オープン致しました。女子会メンバー

皆様から綺麗なお花を頂き、元気が出ました！

ありがとうございました！ 
●中原さん（50枚） 

西日本災害の後、お酒本舗立ち上げの為、福を

興す(ふくをおこす)「福興(ふっこう)」という

清酒と、「げんき・のんき・こんき」という清酒、

二種類を発売しました。「福興」は県産米(朝日)

と高梁川の水で造り、たけのこの皮の酵母を使

い、「げんき・のんき・こんき」は県産雄町米で

造りました。皆様宜しくお願い致します。 

●難波敢さん（100枚） 

西日本放送で4月4日に倉敷レーザーの会社紹

介をしていただきました。 

●木曽さん（30枚） 

元RSKの濱家様、独特なローボイスで楽しい講

話をありがとうございました。47年前大学2年

の時から聞いていました。 

●藤原京さん（50枚） 

桜を見る会に行き、最前列をゲット！総理と乾

杯、ハイタッチのうれしい顔がテレビに出てし

まいました。おはずかしい～！！ 

●藤原京さん（50枚） 

待ちに待った濱家さん、今日はお話しいただき

ありがとうございました。短い時間で欲求不満

ではないですか？お忙しい中お越しください

まして、本当に本当にありがとうございました。 

 

《第1482回例会 5月15日》 
●岡さん（100枚） 

宅和さんの卓話、ありがとうございました。元、

現金を作るところにいた方がキャッシュレス

の話です。大変参考になりました。 

●渡邊義さん（50枚） 

本日のゲストスピーチ、宅和副理事長、大変あ

りがとうございました。メンバーの皆様へは、

しっかりアフタフォローしてまいります。 
●中原さん（50枚） 

真備町マービーふれあいセンター内のお酒本

舗開店のお祝いを頂きありがとうございまし

た。復興に向け頑張ります！ 
●石伊さん、岡本さん、小野鈴さん、古和さん、

難波敢さん、西村さん、室山さん、原さん、 

藤井孝さん、藤井徹さん、森川さん、渡辺康さん 

（各 20枚） 

ZC杯親善ゴルフ大会、準優勝でした。天候に恵

まれ新緑の大地で大いに楽しみました。 
●古和さん（50枚） 

当日は倉敷中央病院の竣工式にもかかわらず、

ZC杯親善ゴルフに参加させて頂きました。スコ

アはいつも変わりませんが、天気も良く仕事を

さぼるのは快感でした。追伸、竣工式は行かな

かったのではなく呼ばれなかったのです。 

●木曽さん（50枚） 

ZC杯親善ゴルフ大会が盛会に終わりました。参

加いただいたメンバー各位に感謝いたします。

お疲れ様でした！ 
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  6月 行事 
 

5日(水)12:15～料理旅館鶴形 

第一例会(第1483回) 

    13:45～料理旅館鶴形 

        次期PR・IT委員会 

    18:30～倉敷物語館 

        次期アイヘルス・薬物乱用防止委員会  

12日(水)18:30～浜吉 

        現 計画親睦委員会 

13日(木)18:30～浜吉 

        次期社会アクト委員会 

14日(金)16:30～アークホテル岡山 

次期GST委員会 

     18:00～料理旅館 鶴形 

5R次期会長・幹事会 

19日(水)12:15～料理旅館鶴形 

第二例会(第1484回) 

18：30～倉敷アイビースクエア(コーラル) 

    新旧理事会  

20日(木)15:00～倉敷LC事務局 

        次期財務・会則委員会 

28日(金)18:30～倉敷アイビースクエア(アイボリー)   

        準備理事会 

7月 行事予定 
 

3日(水)12:15～料理旅館鶴形  

第一例会(第1485回) 

17日(水)12:15～料理旅館鶴形 

第二例会(第1486回) 


