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LCIFキャンペーン 100アワード 受賞伝達式 
2019年11月20日(水) 倉敷国際ホテル 

 

  

ク ラ ブ の 融 和 と ウ ィ ・ サ ー ブ (
倉 敷 Ｌ Ｃ  

スローガン ) 
 

『 人 、 命 を 守 る  Ｗ ｅ  Ｓ ｅ ｒ ｖ ｅ 』(
336－B地区  

スローガン ) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度は、ニューメンバーと

して例会の貴重な時間を頂

いたことに感謝しています。 

 毎朝、倉敷美観地区を通

って通勤していますが、毎

日違った表情の美観地区を観

る贅沢さを満喫しています。倉敷には、美観地区だけ

ではなく潜在的に魅力ある風物が多くあります。微力

ではございますが、ライオンズクラブの奉仕の精神を

モットーに、倉敷の素晴らしさを岡山県内外に発信で

きればと考えていますので、引き続きご指導・ご鞭撻

の程よろしくお願い致します。 (記：田部真康) 

 

 

本日は、大原美術館理

事長大原あかね様をゲ

ストスピーカーにお迎え

し、大原美術館の成り立

ちから現在の活動、そし

て将来への挑戦と言った

取組みを軽快なトークで

紹介いただきました。 

開会に先立ち「とらとらまごまご」（井上涼、作詞・作曲・

うたアニメーション）とい

う動画を披露いただきま

した。ユーモラスな大原

孫三郎と児島虎次郎が

歌や踊りを繰り広げる

中、深い友情関係を

感じるものでした。 

この出会いが無ければ大原美術館は存在しなかったこと

を考えると、ここ倉敷に存在するための物語がしっかりと

根付いています。 

倉敷のみなさまの支えとして語り継がれ、時代を超えてつ

ながっていくためにも、未来に向けてみなさまと共に歩んで

まいりたいと改めて願い、思いをひとつにした          

時間でした。 （記：ＰＲ・ＩＴ委員長 森川政典） 

1978年（昭和53年）、アイバンク

が縁で、沼津ライオンズクラブと姉

妹縁組を結び、以来毎年、交互にク

ラブを訪問し、観光や親善ゴルフを

行ないながら、情報交換と親睦を深

めて来ました。 

が、近年は5年に一度の周年記念式

典、祝宴に出席し、翌日はエキスカ

ーションを行なっています。その中で、互いの地域や自

然文化に触れると共に、会員相互の交流を深めて参りま

した。 

今回は、来年の四月、沼津ライオンズクラブ認証60周

年へのご招待を受けています。歴史ある料亭「松韻」で

の昼食、新倉山浅間公園にて富士のすそ野に色どりを添

える桜を愛でるなど、数々の心温まるおもてなしを計画

して下さっています。 

“さあ！大勢のメンバーでお祝いにかけつけましょう。” 

開催日：2020年4月4日（土）～5日（日） 

会 場：沼津リバーサイドホテル 

詳細は、後日ご案内いたします。 

(記：沼津委員長 藤原京子) 

第1日目  

11:45 三島駅到着 12:20 昼食 松韻 13:50 佐野美術館       

15:20沼津リバーサイドホテル着 

 記念式典→祝宴→倉敷・沼津懇親会 

第2日目   エクスカーション  

7:50 沼津 リバーサイドホテル出発   

9:30新倉山浅間公園桜まつり11:00昼食 富士レークホテル   

14:10 富士宮 富士高砂酒造酒蔵見学  

15:00 富士山世界遺産センター         

16:50新富士駅    21:08 倉敷駅着 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニューメンバースピーチ 

1日目 佐野美術館展示内容 2日目 新倉山浅間公園桜まつり 

2日目 富士高砂酒造酒蔵見学 同日 富士山世界遺産センター 

      

児島虎次郎と大原孫三郎、中央病院温室 

沼津姉妹縁組の翌年 

沼津LC15周年 



 

 

 

 

 

 

 
ファジアーノサッカースクール 

開催のご案内 

来たる 2020年1月5日（日）、「第29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」を四十瀬の陸上競技場で開催

いたします。 

「ちびっ子フェスティバル」は当クラブのメインアクトの一つで、青

少年健全育成の奉仕活動として「地域を愛し、郷土を愛し、青少年

を愛する倉敷ライオンズクラブが地域の子ども達に、交流、遊び、

競技等を通して次世代を担う子ども達の健全育成に貢献すること」

を目的に行われております。今回も倉敷市内の９小学校から約 200

名の児童を募集、ファジアーノ岡山の選手及びコーチから指導を

受ける予定です。 

今シーズンのファジアーノ岡山は J2上位の活躍をみせ、J1昇格

枠の獲得に最終戦まで奮闘しています。結果はまだ出ていません

が、ぜひ J1 で活躍する雄姿を見たいものです。このようなファジア

ーノ岡山と各小学校の先生とともに実行委員会をつくり、青少年育

成・YE委員会一同が心をひとつにして「ちびっ子フェスティバル」の

準備をしておりますので、みなさまの積極的なご協力、当日のご参

加をぜひともよろしくお願い申し上げます。 

 (記：青少年育成・YE委員長 森田宗一郎) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

毎年恒例の第28回 6中

学校弁論発表会が11月

16日に開催され、L.藤

原・L.深井・小生3名参

加致しました。 

今回3度目の参加です

が、毎年本当に感動し心が新鮮になる気分です。中

学生、15歳前後の発表者が 1校2名。概ね6分程度

の時間内で思い・志を日常生活を通し感性豊かな捉

え方にてしっかり弁論表現されていました。 

我々の孫世代が自分自身の言葉で表現し爺婆の心

を射抜いてきます。 

 将来の日本は、まだまだ希望に満ちた人材にて大

丈夫と確信し、2時間の弁論大会を朗らかな気分で

後にしました。倉敷東ライオンズクラブの方々が役

割をきっちり組織化した運営で滞りなく発表会は終

了。 

最後に、何はと

もあれ来年は多く

の参加者が体感し

て感動を味わって

頂きたく思います 

(記：石伊繁文) 

 

 

 

   

第 29回ちびっ子フェスティバル 

10周年おめでとうございます L.野上 
頂いた記念品と一緒に撮影 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第1493回例会報告              
（2019.11.6） 

出席者30名欠席者27名 

純例会出席率52% 

メークアップ後出席率65% 

【幹事報告】 

1.LCIFボウリング及びゴルフ大会・夏期

YCE生派遣事業・『瀬戸内海クリーンアッ

プ大作戦』と『海底探検隊』の案内がキャ

ビネットより届いております。詳しくは

机の上のバインダーをご覧ください。ま

た、希望される方は事務局までご連絡く

ださい。2.協力作家の杉田修一先生・丸山

昌子先生・岡島光則先生にお花をお送り

しました 3.キャビネットよりマイルスト

ーン・シェブロン・アワードのお祝いが高

吉一夫様・野上祐那様・三村英世様・金光

明雄様に届いております。4,.第 2 回ガバ

ナー諮問委員会・第 1 回ゾーンレベル会

員委員会が 11 月 15 日(金)18:30～倉敷国

際ホテルにて開催されます。難波会長・西

原第一副会長・中井幹事・FWT委員長藤

原さん・GMT 委員長石伊さんGST メン

バー岡本さんが出席されます。5.「倉敷現

代工芸秀作展」の落札者で、まだ事務局に

引き取りに来られていない方は、早めに

事務局までお願いします。6.12 月第 1 例

会(12 月 4 日)に 2019 年度下半期会費を

集金します。例会場での集金は手数料が

かかりません。納入は 12 月末までです。

本日、納付書をお渡ししますのでお持ち

帰り下さい。 

■ 第1494回例会報告        
（2019.11.20） 

出席者29名欠席者28名 

純例会出席率51% 

メークアップ後出席率65% 

【承認事項】 
1.月見例会の収支報告が承認されました。
家族会費等補助費から補助が\52,827-と
なりました。2.赤い羽根共同募金が例年
通りの￥3,000-で承認されました。 
3.LCIF ボウリング及びゴルフ大会は不参
加とすることが承認されました。4.倉敷
東 LC 認証 50 周年記念式典記念品の「空
気清浄機」を事務局に設置することが承
認されました。5.台風19号被害における
支援は、336B 地区アラート委員会へ緊急
支援として\50,000-の援助を行うことが
承認されました。 
【幹事報告】 

1.LCIFキャンペーン 100アワードのピン

が支援された方に届いています。また、こ

のキャンペーンに本年度は小川洋一さん

がチャレンジされます。2.『海底探検隊』

の案内がキャビネットより届いておりま

す。詳しくは机の上のバインダーをご覧

ください。また、希望される方は事務局ま

でご連絡ください。3.第 66 回 336‐B 地

区年次大会の予備登録が届いています。

2020年4月11日(土)に記念ゴルフ大会と

前夜祭、4月 12日(日)倉敷市民会館にて

記念式典があります。詳しくは机の上の

バインダーをご覧ください。また、参加さ

れる方はバインダーの用紙にお名前をお

書きください。皆様奮ってご参加くださ

い。4.12月第1例会(12月4日)に2019年

度下半期会費を集金します。例会場での

集金は手数料がかかりません。納入は 12

月末までです。本日納付書を前回例会に

来られていない方にお渡ししますのでお

持ち帰りください。 

DONATION 

《第1493回例会11月6日》 

●誕生祝(各50枚) 

岡本さん、片山さん、松永さん 

●結婚祝(各50枚) 

大原さん、岡本さん、片山さん、金光さん、
瀬戸さん、中西さん、松田さん、森田さん、
森本さん、渡辺康さん、渡邊義さん 

●藤原さん(50枚) 

沼津委員長として沼津60周年式典及び
エキスカーションの案内をさせて頂き
ました。大勢の参加をお願いします。 

●森本さん(現金5,000円) 

倉敷現代工芸秀作展、皆さまのご協力
により無事終了しました。ありがとう
ございました。 

●梶谷さん(現金5,000円) 

倉敷現代工芸秀作展で入札するも落札
なし。来年は少し高めに札をいれます。 

《第1494回例会11月20日》 

●岡さん(100枚) 

大原あかねさんゲストスピーチありが
とうございました。大変毎日お忙しい
所恐縮しております。 

●小川さん(30枚) 

OHK 宝塚倉敷講演特等席で観劇させて
いただきました。正木さんお世話にな
りました。 

●中井さん(50枚) 

大原あかねさん、ご講演ありがとうご
ざいました。美術館のある街くらしき
が誇りです。 

●計画親睦委員長 難波さん(50枚) 

12月18日(水)の夜はクリスマス例会で
す。まだまだ受付しております。楽しい
企画をご用意して
おります多くの方
のご参加お待ちし
ております。 

 

●横井手さん(現金10,000円) 

●井上武士さん(現金30,000円) 

お餞別ありがとうございました。皆様
との交流を良き思いでとしながら頑張
って参ります。大変お世話になりまし
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/ 

12月 行事予定 
4日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第一例会(1495回) 

11日(水)18:30～倉敷物語館 

        薬物乱用防止委員会 

13日(金)18:30～倉敷物語館 

        青少年育成・YE委員会 

17日(火)14:00～水島小学校 

        薬物乱用防止教室予定 

18日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

      クリスマス家族例会(1496回) 

 

    1月 行事予定 
5 日(日)10:00～倉敷運動公園 陸上競技場 
     第29回ちびっ子フェスティバル 
8日(水)12:15～倉敷国際ホテル 
    第1例会(第1497回) 
15日(水)12:15～倉敷国際ホテル 
     第 2 例会･次期役員指名委員任 
19 日(日)8:00～倉敷駅前商店街内「恵みの広場」 
    倉敷三斎市 
22日(水)18:30～倉敷物語館 

第7回計画親睦委員会  
25日(土) 10:40～霞丘小学校 
     薬物乱用防止教室予定 


