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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教室」 
2020年 1月 5日(日) 倉敷運動公園 陸上競技場 
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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」を倉敷運動公園陸上競技場にて盛況のうちに

開催できました。年始早々という時期、天候（雨天中止の

ため）など心配な面もありましたが、冬晴れのもと男女約

150名の小学生が参加しました。ファジアーノ岡山の選手

4名、コーチ6名が経験に応じたカリキュラムを用意し熱

心にコーチング、Jリーガーの目を見張る技術に直接触れ

ることができて、子どもたちの歓声が会場にあふれていま

した。サインボールやファジアーノグッズが当たるお楽し

み抽選会も大盛り上がり。体験はもとより、記念の品もと

難波会長より参加者全員にかわいい知恵の輪がプレゼン

トされました。子どもたちには忘れられない思い出になっ

たことでしょう。委員をはじめ、たくさんのメンバーにご

協力をいただいたおかげです。ありがとうございました。                                     

（記：青少年育成・YE委員長 森田 宗一郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1498回例会 

(1月15日) 

1月15日開催の第2

例会にはゲストスピー

カーとして伊東倉敷市

長がお越し下さいまし

て、出張直前の過密ス

ケジュールの中現下の

倉敷市政全般にわたって手振り豊かに、熱心にご講話頂き

ました。 

 話題は一昨年の西日本豪雨災害による真備町の復興につ

いて住民の帰還状況、商店の再開状況、農業の復旧状況、

小田川の付替え、堤防の拡幅工事などに始まり福田公園体

育館のリニューアル、中庄団地の建て替え、阿知3丁目

市街地再開発事業、日本遺産認定など伊東市政4年間の

総仕上げを分かり易くご説明頂きました。 

その中で、西日本豪雨災害時に当時の天皇皇后両陛下が真

備町をご訪問され、ご心配頂きました稲作が、昨年もほぼ

例年同様に田植えができたことへの感謝とお礼を兼ねて新

米を献上したお話がありました。献上米は、独自のアイデ

ィアで倉敷帆布製の袋に入れ竹製の箱に納め組紐で結んで

献上、そして、お届けした翌朝には天皇家でお召し上がっ

て頂いたことなど興味深いお話しをご披露頂きました。 

(記：山本 俊夫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

安藤
あんどう

 真
しん

次
じ

 さん 
 

昭和48年8月25日生まれ 

総合建設業 

三井住友海上火災保険㈱代理店 

有限会社 安藤工業 代表取締役 

血液型O型 

スポンサー：藤原 京子 

 

この度は、歴史と伝統のある「倉敷ライオンズクラブ」へ

の入会をご承認頂きまして、誠にありがとうございます。 

これまで社会貢献とは無縁の生活だった為、右も左も分か

らない若輩者でございますが、これからは地域社会のお役に

立てますよう奉仕の精神で精一杯頑張ります。 

ご指導ご鞭撻のほど、末長く宜しくお願い申し上げます。 

 

長谷川
は せ が わ

 正興
まさおき

 さん 
昭和39年1月3日生まれ 

八王寺工業株式会社 

株式会社長谷川商事 

米子八王寺工業株式会社 

サンコー株式会社 

株式会社ハーバーコーポレーション 

代表取締役 

京都学園大学経済学部経済学科 

 卒業 

血液型 O型  

スポンサー：井上 きよみ  

 

この度は、歴史と伝統のある倉敷ライオンズクラブへの入

会をご承認頂き、大変光栄に思い感謝を申し上げます。 

弊社は、生コン事業を中心にセメント(太平洋セメント特

約店)コンクリート関係工事を営業しております。昨年の西

日本豪雨震災の折は大変な被害にあいました。また、これら

が早期に必要不可欠な資材であることが証明された事実とも

なりました。その上で仕事を通して地域社会への貢献をする

性質は、ライオンズの「We Serve」の精神に共通するところ

であり、さらに地域社会へ貢献する覚悟で御座います。 

会員の皆様方には今後ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

 

晴天に恵まれた1月19日（日），高梁川流域「倉敷三

斎市」において，倉敷商工会議所青年部に協力して，毎年

恒例のバザーを開催しました。9時開始前から長蛇の列が

出来る賑わいで，10余名のクラブメンバーのお手伝いもあ

り，1時間余りの短時間で全ての商品を売り切りました。

売上金は「倉敷市よい子いっぱい基金」に寄贈されます。 

商品のご提供および当日お手伝いいただきました皆様

に，心よりお礼申し上げます。 

（記：社会アクト委員長 森本 肇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

倉敷三斎市「チャリティバザー」 

） 

 



■ 第1497回例会報告              
（2020.1.8） 

出席者37名欠席者22名 
純例会出席率63% 

メークアップ後出席率76% 

【幹事報告】 

1.キャビネットより地区誌とホームページ

の広告協賛のお願いと『2019年度—2020年度

全日本FWTセミナー』開催のご案内が届いて

います。ご質問等ある方は事務局までお願い

します。2．336複合地区第66回年次大会予

備登録申し込みのご案内が複合地区年次大

会事務局より届いています。3．本日入会の

安藤さん・長谷川さんは計画親睦委員会に所

属していただきます。4.小児がんの小冊子を

少量ですが配布しています。ご希望の方はお

持ち帰りください。5.1 月 19 日（日）倉敷

三斎市「チャリティバザー」があります。6.

薬物乱用防止教室のお知らせです。1 月 25

日(土)10：45～霞ヶ丘小学校・本荘小学校、

1 月 29 日(水)14：00～第一福田小学校にて

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。7.2 月 19 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。締め切りは1月30日です。皆様、

奮ってご参加お願いします。 

■ 第1498回例会報告        

（2020.1.15） 
出席者41名欠席者17名 

純例会出席率70% 
メークアップ後出席率86% 

【幹事報告】 

1.キャビネットより2020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3/16です。 

2.キャビネットより地区誌とホームページ

の広告協賛のお願いと『2019年度—2020年度

全日本FWTセミナー』開催のご案内が届いて

います。ご質問等ある方は事務局までお願い

します。3．336複合地区第66回年次大会予

備登録申し込みのご案内が複合地区年次大

会事務局より届いています。4．2 月 7 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。5．1月21日(火)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

長の松本さんが出席されます。6.1 月 29 日

(水) 第 4回 336-B地区第 66回地区年次大

会各部会長・副部会長会議が開催されます。

当クラブからは原さん深井さん藤原さんが

出席されます。7．1月19日（日）倉敷三斎

市「チャリティバザー」があります。8．薬

物乱用防止教室のお知らせです。1 月 25 日

(土)10：45～霞ヶ丘小学校・本荘小学校、1

月 29日(水)14：00～第一福田小学校にて行

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。9．2月19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。締め切りは1月30日です 

DONATION 

《第1497回例会 1月8日》 
●全メンバー（各10枚 計580枚） 

新年おめでとうございます。 

●クリスマス家族例会出席者（1010枚） 

商品に対してドネーション頂きました。 

●結婚祝（各50枚） 

小野鈴さん、木曽さん、宮田さん。 

●誕生祝（各50枚） 

金光さん、川崎さん、田部さん、田村さん、 

長谷川さん、原さん、藤井孝さん、吉田さん。 

●安藤さん、長谷川さん。(各50枚) 

新入会よろしくお願いいたします 

●井上さん。(50枚) 

長谷川さんをよろしくお願いいたします。 

●藤原京子さん。(50枚) 

安藤さんをよろしくお願いいたします。 

●難波敢さん。(100枚) 

新入会、長谷川、安藤両君をよろしく。 

●上西さん。(100枚) 

新年早々体調をくずし、サッカースクールを欠

席申し訳ありません。初例会の閉会の挨拶も出

来ないかと心配していましたが、何とか出席出

来挨拶をする事が出来ました。お詫びとライオ

ンズの発展を祈ります。 

●難波成美さん。(100枚) 

あけましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いします。昨年のクリスマス例会では

大盛り上がりで皆様ありがとうございました。

次は2月18日(火)1500回記念例会です。令和

2年最初の夜イベントです。令和にちなんで梅

の花が咲き誇る頃となります。大勢の方の参加

をお待ちしております。 

●金光さん。(50枚) 

クリスマス大当たり、令和はツキが来ると確信

しました。 

●小野更生さん・鈴江さん。(50枚) 

1月号会報に私達のクリスマス家族例会の写真

を載せていただいていました。ありがとうござ

います。 

●永田さん。(50枚) 

新年おめでとうございます。子年の初例会に体

調不良で欠席致しました。申し訳ありません。

次回皆様にお会いできますことを楽しみに療

養いたします。 

《第1498回例会 1月15日》 
●全メンバー(各10枚 計580枚) 

新年おめでとうございます。本日は市長にお越

し頂きありがとうございます。本年はより大変

な年となりますが倉敷ライオンズクラブ全メ

ンバーで応援しています。 

●女子会全員(110枚) 

伊東市長本日はご出席有難うございます！今

年も女子会全員全力で応援します。増々のご活

躍を！！ 

●井上さん。(30枚) 

おかげさまで生活支

援のお店「ベンリー

倉敷中央病院前店」

を開き 3 年となり、

やっとライオンズにも出席できる時間が持て

るようになりました。地域のためにがんばりま

すのでこれからもよろしくお願いいたします。 

●中井大介さん。(100枚) 

伊東市長、本日はお越しく下さりありがとうご

ざいました。倉敷市のために東奔西走されてい

る市長のご健康が守られますように！ 

●石伊さん・岡本さん。(計100枚) 

市長、毎年一月にはおいで頂きありがとうござ

います。今年は 12 支のスタートの年です。心

機一転いい年にしたいと思っています。 

●森田さん。(50枚) 

おかげさまで、ちびっ子フェスティバル「ファ

ジーの岡山サッカースクール」を盛況のうちに

開催することができました。反省会を2月7日

に予定していますので、ぜひご参加ください。 

●原さん。(100枚) 

市長のお顔を拝見して元気が出ました。 

●岡さん。(100枚) 

市長大変お忙しい所わざわざお越しください

ましてありがとうございました。市長にとって

どうぞ良いお年であります様願っております。 

●難波敢さん。(100枚) 

市長、お忙しい中おいで下さり本当にありがと

う！これから行く総務省にて靴のかかとが減

るまで陳情をがんばってください。 

 

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/ 

2月 行事予定 
5日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第一例会(1499回) 
7日(金)18:30～倉敷国際ホテル 
     ちびっ子フェスティバル反省会 
14日(金)14:15～倉敷東小学校 
        薬物乱用防止教室 
15日(土)10:00～倉敷駅北口デッキ 
        336－B地区一斉募金活動 
18日(火)18:30～倉敷国際ホテル 
        1500回記念例会 
19日(水)18:30～サンフラワーボール 
        ZC杯親善ボウリング大会 
22日(土)12:00～アークホテル岡山 
   公認ガイディング・ライオン講習会 
26日(水)18:30～倉敷物語館 
        計画親睦委員会 
28日(金)18:30～倉敷国際ホテル 藤の間 

5R-1Z・2Z 第3回ガバナー諮問委員会 
第2回ゾーンレベル会員委員会 

29日(土)18:00～くらしき健康福祉プラザ 201 研修室  
第 5 回 336-B 地区第 66 回地区年次大会各部会長・副部会長会議  

  3月 行事予定 
4日(水)12:15～倉敷国際ホテル 
       第一例会(1501回) 
7日(水)14：00～倉敷アイビースクエア 

第4回キャビネット会議 
14日(土)10:00～芸文館 
    5R合同アクティビティ・甘酒接待 
18日(水)12:15～倉敷国際ホテル 
        第二例会(1502回) 


