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新役員のみなさん 

令和元年 7月 3日(水) 料理旅館鶴形 
 

  

ク ラ ブ の 融 和 と ウ ィ ・ サ ー ブ (
倉 敷 Ｌ Ｃ  

スローガン ) 
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計画親睦委員長  

難 波 成 美 

５月１日 新しい元号「令和」が始まりました。 

「初春の令月にして、気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 

蘭は 珮後の香を薫す」万葉集の序文の引用造語です。さらに

序文は、「明け方の嶺に雲が、山のくぼみに霧が、林に鳥が、

庭に蝶が」、と風景を描き、「ここに天を蓋とし、地を座とし、

膝を近づけ、酒を交わし、自らの心のままに振る舞い、快く

各々満ち足りている」と続き宴へと導かれます。この「令和」

の時代こそ、計画親睦委員会の出番であり、ギスギスした世の

中の世情にもまれた皆様の心を癒し、穏やかに満ち足りたも

のとする使命を担って参ります。また、「令和」は「Beautiful 

harmony」の意味だと海外に紹介されました。倉敷LCも、美し

い調和を奏で、難波会長のスローガン「クラブの融和とウィ・

サーブ」のもと、会員の皆様が楽しいLCライフを、またより

一層親睦できるよう企画します。「ドキドキ・ワクワク」が止

まらない例会を計画し、皆様のご参加を心よりお待ちしてお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

PR・IT委員長 

  森 川 政 典 

 

今年度、PR･IT委員長に就任いたしました。そもそも PRと

は何か？みなさんとご一緒に考えてまいりたいと思います。

PR はパブリック・リレーションズの略、広くは広報を意味し

ます。例えば、ポスターとか広く普及するための宣伝でもあり

ます。改めて、歴史を振り返ると、大きく３つの事象が浮かび

ます。ひとつは、江戸時代の「浮世絵」です。菱川師宣《見返

り美人》をはじめ、写楽、歌麿といった作家が大衆に影響を与

えました。二つ目はヨーロッパ「アール・ヌーボー」流行の時

は、ポスターの黄金時代でもあります。ミュシャ、ロートレッ

クなどの活躍が現代にも大きな影響を与えています。三つ目

は、アメリカのポップアート時代です。マリリン・モンローや

コカ・コーラのポスター等、アンディウォーホール、ロイ・リ

キテンスタインといったアーティストが活躍し、商業主義に

一石を投じました。現代はｆａｃｅｂｏｏｋはじめ、ＳＮＳの

時代。同時に地球の裏側まで情報を共有することができます。

難波会長の思いを地球の裏側まで届けられますよう精一杯取

り組んでまいります。 

～ クラブの融和とウィ・サーブ ～ 

難波・中井丸 出航！！ 

『336-B地区ガバナーより任命状伝達』 

倉敷真備LC会長L.武本、幹事L.蒔田が 

例会訪問に来られました 

5R-GSTメンバーにL.岡本が任命されました。 

“「令和」の時代こそ、 

計画親睦委員会の   

出番です” 

“地球の裏側まで、 

難波会長の思いを 

届けたい‼” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年育成・YE委員長 

  森田宗一郎 

 

青少年育成といえば、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」。第29回を来年1月5日(日)、

四十瀬の運動公園陸上競技場で開催するべく準備を開始いた

しました。第1回委員会では「なぜ、サッカースクールなの

か」聞いたところ、そもそもは難波会長が若かりし頃「おも

ちゃ作り」から始め、手作りでサッカー教室を開いたのがき

っかけとのこと。当初はケガが多く「難波体操」なる準備運

動をみっちりするようになってからはケガ人がずいぶん減っ

たというエピソードも聞きました。そしてJリーグが発足

し、子どもたちにプロの選手の技を見せてあげたいと考え、

サンフレッチェ、そして地元ファジアーノ岡山の選手を招く

ようになったとのことでした。入会1年未満の私以外は委員

会経験者ということで大船に乗ったつもりでおりますが、溺

れないように、少しでもよい事業になるよう努めてまいりま

す。ご協力の程よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

社会アクト委員長 

  森 本  肇 

 

一年間の見習い期間を経て，このたび社会アクト委員長の

大役を拝命いたしました。社会アクト委員会は，10月開催

「倉敷現代工芸秀作展」，1月開催「清掃奉仕」「三斉市チャ

リティバザー」，3月開催「瀬戸内ツーデーマーチでの甘酒接

待」の活動を担当します。中でも「倉敷現代工芸秀作展」は

今年で第39回を迎える長い歴史のあるチャリティ活動で，

地域の芸術・文化の向上に貢献するとともに，得られた浄財

を1月に開催されるちびっ子サッカースクールの事業資金と

して活用しています。今年は10月16日（水）から20日

（日）の5日間，昨年と同じギャラリー十露で開催しますの

で，ぜひお越し下さい。また，お手伝いのご支援をお願いし

ます。社会アクト委員会は14名ですが，半数は当クラブ会

長経験者という手厚いメンバーですので，新米委員長として

色々ご指導頂きながら役割を果たしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

一昨年前初めての委

員長を拝命し何もでき

ず反省の一年間でし

た。前年度は２度目の

御指名を頂き、今度は

①第一例会には会報を

発行する②見やすい読

みやすい紙面づくり、と目標を立てました。ところが西日本

豪雨で真備店が罹災し泥水でずっしりと重くなった段ボー

ル、哀れな姿の商品に涙しました。40度近い店内での重労働

は戦いそのものでした。石伊会長はじめ有志のボランティア

の方々、またLC支援金も頂き皆様のご協力に深く感謝いた

します。この状況の中、役目が果たせるかと迷いましたが

「出来ないとは言うまい！」と決心し『自分の歳』を忘れる

ほど委員会活動に集中でき、“皆勤賞”という最高のご褒美

を頂き、ありがとうございました。    (記：中原寛子) 

 

 

 

7月7日『第4回大

会』を開催しました。

今回は難波会長にも船

を出して頂き岡さんの

船と2船での開催と成

りました。今回は思考

を変え一般参加者を募

集し14名での開催で

す。難波さんの船にクルージング希望者7

名、岡さんの船に釣り希望者7名が分か

れて出船しました。どちらの船も芸能人

が乗るような豪華で快適なクルーザー、

岡山港を出港し気持ちの良い風を受けな

がら目的地に向いました。釣り班は一足

早く出発し笠岡沖で釣りを開始しました。到着してすぐ中型

のキスが釣れ始め各自5～10匹は釣ったと思います。あっと

言う間に時間がたち、お土産も出来たところで納竿。昼食は

真鍋島の『漁火』魚料理専門店です。生きたエビやタコの踊

り食いに始まり、テンプラやタイのあら炊き、コロダイの塩

蒸し、渡り蟹など生きの良い魚料理を堪能しました。このお

店も今や『釣り同好会』ご

用達のお店です。今回は女

性も参加して頂き楽しい１

日に成りました。次回も楽

しい企画をしますので『釣

り』に興味が有る方は御参

加下さい。 (記：古和肇) 

“手作り 

「難波体操」から” 

“歴史をつなぎ 

今年もやります” 

皆 勤 賞 



■ 第1485回会報告              

（2019.7.3） 

出席者39名欠席者19名 

純例会出席率67% 

メークアップ後出席率81% 

【承認事項】 
①加藤さん、藤原均さんが本年度名誉会員と

して、足立さん、大原邦之さん、諏訪さんが

賛助会員として承認。②倉敷天領祭りに3万

円の協賛金、岡山県アイバンク賛助会員1万

円、納入が承認。 (下記は理事会にて承認さ

れました。)①9 月第一例会のガバナー公式

訪問は9月2日(月)です。場所は倉敷アイビ

ースクエア アイボリーの間です。12 時半

～13時 45分まで 5R合同例会です。②バー

ベキュー例会の会費、例年通り4千円で承認

されました。③L.伊田より退会届が出ており、

6月末で退会となりました。④事務局員の後

藤さんが11月頃より出産のため産休・育休

に入られます。代替職員を雇用し、引継ぎ期

間は二人体制とすることになりました。⑤

6/30 付けで正会員の能登さん、森山さんが

退会されました。 

【幹事報告】 

①2019年度皆勤賞は、中原寛子さんです。第

2例会で表彰致します。②NY日系LCより、

西日本豪雨災害支援金の寄付の連絡があり

ました。当クラブが倉敷市への橋渡しを行い、

6/26(水)に伊東市長へ贈呈しました。前会長

と事務局、またNY日系LCと一緒に募金活動

をされた女声合唱団「MOMO」の岩元さん、大

森さんもご同行して頂きました。③2019 年

度上半期の会費の集金は例年通り、7/17第2

例会に行います。例会場での集金は手数料が

かかりませんので、よろしくお願いいたしま

す。④昨日8/7(水)18：00～開催予定の「懇

親ビア・バーベキュー例会」の案内を流しま

した。皆さん、奮ってご参加ください。 

 
■ 第1486回例会報告        

（2019.7.17） 

出席者34名欠席者24名 

純例会出席率59% 

メークアップ後出席率69% 

【承認事項】 

①倉敷国際交流会の会費5000円納入が承認。

②日本アイバンク運動推進協議会へ団体会

費12.000円の納入が承認。 (下記は理事会

にて承認されました。)①9/18(水)月見例会

の会費が例年通り￥7.000 で承認されまし

た。②L.藤原麻衣より退会届が出ており、7

月末で退会となります。③L.井上武士、L.横

井手より退会届が出ており、7月末で退会と

なり、交代会員の正木敬太さん、田部真康さ

んの入会が承認されました。入会式は8月第

一例会にて行います。④事務局のお盆休みは

8/13.14.15 で他の休みはカレンダー通りで

す。⑤事務局員の代替職員が 7/22(月)から

出勤となります。山本真未さんです。 

【幹事報告】 

①協力作家の先生にお花をお送りしました。

②2019 年度上半期の会費の期限は 7 月末ま

でです。③9/2(月)ガバナー公式訪問＆合同

例会の案内が来ており、会場は倉敷アイビー

スクエアで、合同例会は12：30～でメンバー

全員が出席対象となります。④前年度に計画

しておりました倉敷LCのジャンパー＆ポロ

シャツが完成しました。既に理事会にて承認

されておりますので、経費はクラブ持ちとな

ります。⑤倉敷真備LCの移転先・移転日が

決まりました。8/1(木)から真備町箭田33-3

に移転されます。⑥キャビネットより2019-

2020 年度冬期 YCE 派遣生ならびに受入家庭

の募集について案内が来ております。⑦2月

第二例会（第1500回記念例会）ですが、夜

は ZC 杯親善ボウリング大会があるので、

2/18(火)に行おうと思います。ご承知くださ

い。 

DONATION 

《第1485回例会 7月3日》 
●退任1年間お世話になりました 

石伊さん、中井さん、古和さん、深井さん、 

藤井徹さん、横井手さん、木曽さん（各50枚） 

●退任1年間お世話になりました 

藤原京さん、小川さん、小野鈴さん、 

金光さん、三村さん、吉田さん、岡さん、 

川崎さん、中原さん、藤井孝さん（各30枚） 

●上西さん（100枚） 

二度目の難波丸の航海が難なくすばらしい船

出になる様に期待し、皆様と一緒に頑張って無

事に港に帰れるように祈りながら。 

●藤井孝さん（100枚） 

難波丸の出航を祝していよ～！と100枚！ 

●小野鈴さん、中原さん、藤原京さん、 

宮田さん(各25枚) 

難波丸の再出航を祝し、全力でわれら高齢者グ

ループ4ババが応援します！ 

●難波成さん（100枚） 

難波会長の元、新しい年度が始まり、計画親睦

委員会も走り出しております。 

●高吉さん（100枚） 

難波会長バンザイ！1年間よろしく！ 

●小野更さん（現金10.000円） 

21 年目となり終身会員として頂き感謝してお

ります。ありがとうございました。 

●森山さん（現金10.000円） 

お餞別頂きありがとうございました。 

《第1486回例会 7月17日》 
●就任1年間宜しくお願いします 

難波敢さん(100枚) 

●就任1年間宜しくお願いします(各50枚) 

西原さん、古和さん、山本さん、中井さん、 

渡辺康さん、室山さん、松永さん、岡本さん。 

●就任1年間宜しくお願いします(各30枚) 

岡さん、川崎さん、中原さん、藤井孝さん、 

原さん、深井さん、藤井徹さん、藤原京さん 

●誕生祝（各50枚） 

松田さん、坂本さん、大月さん、藤井徹さん。 

●結婚祝（各50枚） 

石伊さん、小田さん、

岡村さん、永田さん、 

西村さん、松本さん、

深井さん。 

●松本さん（100枚） 

この度東証 1部上場会社の東海 HD傘下の東海

コミュニケーションズに株式の全てを譲渡い

たします。30年と4 ｹ月の会社経営にピリオド

を打ちます。ご報告までに。 

●木曽さん（30枚） 

会長以下役員一同様、委員長一同様のご活躍を

お祈りいたします。頑張ってください。 

●大原秀さん(30枚) 

暑中お見舞い申し上げます。暑さに負けず頑張

りましょう！ 

●中原さん(現金5.000円) 

皆勤賞のお祝いありがとうございました。 
 

倉敷ライオンズクラブ発行 

会  長：難 波  敢  幹  事：中 井 大 介  PR・IT委員長：森 川 政 典  

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/ 

  8月 行事予定 
2日(金)18:30～倉敷物語館 

    青少年・YE委員会 

7日(水)17:00～PR・IT委員会(倉敷国際ホテル) 

18:00～倉敷国際ホテル 

ビァ・バーベキュー例会(第1487回) 

9日(金)18:30～浜吉 

社会アクト委員会 

21日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第二例会(第1488回) 

28日(水)18:30～倉敷物語館 

        計画親睦委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 行事予定 
2日(月)10:30～倉敷アイビースクエア 

第一回ガバナー諮問委員会 

    12:30～5R-1Z･2Z合同例会(第一例会) 

6日(金)18:30～倉敷物語館 

        青少年育成・YE委員会 

18日(水)18:00～倉敷国際ホテル 

お月見例会(第二例会) 


