
 

2020(令和2)年    6・７月合併号 

 

 

  

次期役員（第64期）任命式 

2020（令和2）年6月17日(水)  

 

  

初心を見つめ、楽しむ心で“ We Serve”(
倉 敷 Ｌ Ｃ  

スローガン ) 
 

地域と共に『 We Serve 』(
336－B地区  

スローガン ) 
 

活動記録 

6月10日第一例会（第1501回） 

入会式 清野文昭 

    武居賢次朗 

メンバースピーチ 小田圭一 

閉会挨拶 渡邊義友 

 

6月17日第二例会（第1502回） 

次期役員任命式 

メンバースピーチ 森川政典 

閉会挨拶 木曽昭光 



 

会長  難 波  敢 

思い起こせば、今から1年前の会長指

名委員会で指名され、自分では歳をとり

すぎて、心もとなさと、記憶力の減退で

不安の方が勝っていましたが、いちど経

験したこともあるし、何とかなると思い

なおし、２回目の会長を受けることにし

ました。 

受けてみると皆様方のご協力と、積極的な参加で、何とか半年

が過ぎ、折り返し地点（正月）を迎え、サッカースクールも無事

に終えることができ、後は惰性で乗り切ることができると思って

いましたところ、中国の武漢で新型コロナという非常に感染力の

強いウイルスが発生し、瞬く間に世界中に感染が広がり、各国で

非常事態宣言が発せられ、空港や国境が封鎖され、日本では４月

１６日全都道府県に緊急事態宣言が発せられ、今まで体験したこ

とがない状態が１ヵ月以上も続き、５月の終わりにやっと緊急事

態宣言が解除されました。新型コロナウイルスに席巻され好むと

好まざるにかかわらす、コロナウイルスと共存しなければならな

いし、まだ手探りで生活様式や行動を変えていかなくてはならな

いと思います。 

大変な世の中になったものだと思い、心が重たい状態で、バト

ンタッチを行うのは心苦しく思います。 

前を向いて！明日を信じて！必ずコロナウイルスに打ち勝って、

平穏な世の中になることを信じて皆さん頑張っていきましょう。 

最後に皆様のご指導ご協力により、無事退任ができます事は、

感謝以外何もありません。本当にありがとうございました。  

 

幹事  中 井 大 介 

このたびは幹事の職務を終えて退任

の挨拶ができますことを心より感謝申

し上げます。難波敢会長のもと高性能

大型タンカーの安定性をもって船出で

きた高揚感そして緊張感を持ちつつ始

まった63期でした。会長を始め皆様との

ライオンズライフでは地区の模範クラブとして課題の一つ一つを

言葉の積み重ねによって克服していく姿勢、同時に温かい義理を

大切にする姿勢に多くの学びがありました。期末には新型コロナ

ウイルスが流行し、クラブのみならず社会全体の活動が滞ってし

まう中で、急激に不足する衛生用品などを融通しあったり、励ま

しの言葉やユーモアを交わしあうメンバー同士の友情に出会うこ

とができました。人類史上の事件のただ中にありつつも「クラブ

の融和とウィ・サーブ」の精神に日々触れられたのも幹事という

職務を皆様から託して頂いたおかげです。ご厚情に支えられ、楽

しく勤められましたことに感謝申し上げ、退任のご挨拶とさせて

いただきます。 

 

会計  渡 辺 康 晴 

「太鼓を叩くだけじゃけん。」と言

う甘い誘いに、「分かりました。」と

会計の役職を引き受けましたが、３

役であるとか理事会の出席があると

かを理解せず就任しました。 

私の中では、例会の皆勤賞を目指

し一人前のライオンになるつもりの

１年でしたが、コロナの影響で例会

もなくなり、山羊くらいにしかなれませんでした。 

こんな未熟な私を理事の方々や事務員の山本さん、そして

会員の皆様に支えられ、何とか任期を終われそうです。あり

がとうございました。 

この経験を今後のライオンズクラブ活動に生かして行きた

いと思っています。 

今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。 

 

 

 

５R-GSTメンバー  岡 本 良 夫 

今年度ＧＳＴの主な活動は“糖尿

病患者の支援”“海洋汚染対策”でし

た。海ゴミ、特にマイクロプラスチ

ックごみの増加が危惧されます。プ

ラスチックごみを減らす運動が進めら

れている中、新型コロナの影響でプラス

チックの利用が増えてしまいました。世界中で増えたプラス

チックの適切な廃棄処理を願うばかりです。 

Ⅰ型糖尿病については前年度に講習がありましたので、今

年度はⅡ型糖尿病予防の講演・学習でした。そのなかで、狩

猟民族は肉食生活だったので遺伝的にインスリンを分泌しや

すい体質が出来上がっている。それに比べて日本人はインス

リンを分泌する能力が低い人がいるということでした。注意

しましょう。ところで太っていても糖尿病になりにくい体質

の人達、新型コロナには強くなかったか？ 

私達は糖尿病に気を付けて、新型コロナに負けないよう自

己免疫を強くし耐えましょう。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。 

 

 

 

退任の挨拶 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

清野
き よ の

 文
ふみ

昭
あき

 さん 
昭和44年5月15日生まれ 

岡山放送株式会社 

ビジネス開発局 本社営業部長 

岡山大学教育学部卒業 

血液型B型 

スポンサー：岡 荘一郎 

 

現住所、勤務先共に本社がある岡山市ですが、倉敷も管轄エ

リアですので公私ともに頻繁に倉敷に来ております。そして

何より、私自身、倉敷市の出身です。 

美観地区や中心市街地から郊外に至るまで、倉敷は幼いこ

ろからの思い出がたくさん詰まった大好きな街です。 

この度縁あって、この思い出の地で伝統ある倉敷ライオン

ズクラブに入会できましたことを誇りに思っています。 

民間放送での長年の勤務を生かし、当クラブの活動を通し

て会員の諸先輩方と交流を深め、地域社会に少しでもお役に

立てるようがんばります。 

わからないこと、至らぬことも多くあると思いますが、ご指

導くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

武居
た け い

 賢
けん

次
じ

朗
ろう

 さん 
昭和42年2月23日生まれ 

株式会社倉敷ケーブルテレビ 

取締役 

東京音楽音響ビジネス専門学校卒業 

血液型 B型 

スポンサー：岡 荘一郎  

 

この度は、歴史と伝統のある倉敷ライオンズクラブに入会

させていただき誠にありがとうございます。現職務のケーブ

ルテレビでは、「地域力を育み 世界へつなぐ」を理念として、

地域の情報インフラとして日々励んでおります。まだまだ右

も左も分らず不慣れではありますが、ライオンズクラブの精

神をしっかりと理解し、微力ではありますが地域に貢献でき

るよう精進いたす所存でございます。皆様のご指導、ご鞭撻を

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

大切な事は、コロナを 

正しく恐れる事 

 

コロナで、これまで全国で 1 万 7 千

人が感染し、9 百人以上が亡くなって

います。 

 しかし岡山県での感染者は 24 人。

死者はゼロ（6月10日現在、再陽性を

除く）。全員退院し、ＰＣＲ検査も増や

していますが、新しい感染者は今の所出

ていません。県はＷＨＯ出向経験もある中谷保健福祉部長のもと、

軽症者用に下電ホテルを借り上げたり、医療支援を強化。コロナ

死者ゼロを目指しています。 

 今後、秋冬に第 2 波も予想され、長い戦いになると思います。

そのため、経済や市民生活、教育も両立して行かねばなりません。 

 大切な事は、コロナを正しく恐れる事。患者や医療従事者を絶

対に差別・批判しないで欲しいと言う事です。 

 県民に、まだまだ我慢して頂く時期が続きますが、みんなの協

力で、この困難を何としても乗り越えてまいりましょう。 

(記：L.小田圭一) 

 

大原美術館 「苦渋の決断、 

苦悩の日々・・・そして、苦難の時代を

乗り越えて💛」 

 

大原美術館も過去前例のない臨時

休館を迫られ、止む無く苦渋の決断

をしました。1月、中国春節の頃は対

岸の火事とも思い、読売新聞社取材には「現在は消毒液程度の

対応です。」と回答していたところが、ダイヤモンドプリンセス

号の感染から政府の緊急事態宣言（4月16日）迄一気に拡大

し、我が街・我が事となりました。先んじて4月11日より当面

の間臨時休館とし、当初予定していた大規模空調工事も急ぎ実

施することに決めましたが、中国からの部品調達もままなら

ず、8月中旬まで臨時休館延長、新児島館建設の資金調達を含め

て、苦悩の日々は続いています。開館90周年記念事業や展覧会

も延期や中止となりましたが、 100年先を見据えた新たな大原

美術館の魅力づくりのチャンスと捉え、バーチャル企画など充

実してまいります。後援会はじめ地元のみなさまには多大なご

迷惑をおかけしますが、みなさまからの“大原・愛”をもって

苦難の時代を乗り越えたいと思います。              

（記：L.森川政典） 

6月第一例会 

6月第二例会 



■記録   

1月下旬より新型コロナウイルスの報道が多くなり

2月下旬には国内で感染防止のため多くのイベントが

中止されることに。理事会は2月27日、稟議を諮り

3月例会などの休会を決定。その後4月16日、全都

道府県を対象とした緊急事態宣言が発出され、以下

のような行事が中止された。理事会、例会が開催で

きないため、4月9日「次期役員候補者指名会 兼 

次期役員選挙会書面審議」を実施。14日付で次期役

員（64期）が承認された。緊急事態宣言は岡山県が

5月14日、東京都なども25日解除となり、6月より 

感染防止策を徹底した上で例会実施となった。 

【 中止となった例会、行事 】 

2月28日 ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル委員会 

2月29日 第66回地区年次大会部長・副部長会議 

3月4日 臨時理事会、3月第一例会、PR・IT委員会 

3月14日 5R合同アクト瀬戸内ツーデーマーチ甘酒接待 

3月18日 3月第二例会 

3月28日 薬物乱用防止教育指導員養成講座 

4月1日 お花見例会 

4月4〜5日 沼津LCCN60周年記念式典 

4月12日 第66回地区年次大会 

5月13日 5月第一例会 

5月20日 5月第二例会 

【 4、5月会報休刊 】 

 

■第1501回例会報告（2020.6.10）            

出席者35名欠席者23名   

純例会出席率60% メークアップ後出席率62% 

【幹事報告】 

1.6月23日に新旧理事会、26日に準備理事会 

2.松田忠和さんより現金ドネーション5万円 

3.ファイン・ドネーションの未収金清算依頼 

■第1502回例会報告（2020.6.17） 
出席者44名欠席者13名 

純例会出席率77% メークアップ後出席率77% 

【承認事項】 

沼津ライオンズクラブへ 60 周年のお祝い金 5

万円と記念のお菓子を贈呈（19万2,375円相当） 

【幹事報告】 

1.沼津LCより60周年記念お祝いの返礼として

お菓子と記念誌を頂きました。 

2.年度末のファイン・ドネーション未収金清算

は会計の都合上6月26日迄。 

DONATION 

《第1501回例会 6月10日》 
●誕生祝（各50枚） 

上西さん、小川さん、梶谷さん 

中西さん、三村さん、藤波さん 

●結婚祝（各50枚） 

原さん、西原さん、松永さん 

●井上さん（30枚） 

久しぶりに皆様のお顔を拝見でき、とてもほっ

としました。仕事では、今まで全く注目されな

かったバイキン検査や抗菌コートが大注目と

なり、「世の中変わったなぁ」としみじみ思いま

した。 

●岡本さん（200枚） 

GST地区委員。なんとか務めを終えることがで

きます。 

●木曽さん（30枚） 

皆様お久し振りです。コロナウイルスに負けず

に頑張りましょう。マスク、手洗い、3密防止

を守りましょう。 

●野上さん（100枚） 

この度、コロナウイルスの猛威によりマスクが

希薄になり困っている時に2度もたくさんのマ

スクの寄付を頂き大変助かりました。スタッフ

共々とても喜んでおります。 

《第1502回例会 6月17日》 
●岡さん（100枚） 

新入会の清野さん、武居さんのスポンサーさ

せて頂きました。御両人をどうぞよろしく。 

●清野さん（50枚） 

今年度より入会いたしました。民間放送での勤

務経験を生かし当クラブのお役に立てるよう

がんばります。よろしくお願い致します。 
●武居さん（50枚） 

倉敷ライオンズ入会ありがとうございます。不

慣れではありますが、当クラブの発展のため努

力いたします。よろしくお願いします。 

●難波敢さん(現金ドネーション20,000円) 

「クラブの融和とウィサーブ」を心がけて、み

んなで奉仕するクラブを目指し、ともに1500回

記念例会を祝えたことが思い出です。感染症流

行で社会が弱ったときにもメンバー同士の励

まし合いが豊かに生きていたことを誇りに思

います。この一年間、みなさまのお支えにより

今日という日を迎えることができました。どう

もありがとうございます。 
●中井さん（100枚） 

難波会長をはじめ、皆さん寛大なお支えのおか

げでこんにちまで幹事を務めることができま

した。この一年に与えられた多くの学びと恵に

感謝します。 

●山本さん（50枚） 

役割を果たせたとはとうてい思えない1年でし

たが、ともかく1年間ありがとうございました。 

●木曽さん（現金ドネーション5,000円） 

難波船長、大変な荒波の中1年間お疲れさまで

した。終わりの挨拶とロアーをさせていただき

ました。 

●森川さん（現金ドネーション5,000円） 

今期最後の例会にてメンバースピーチをさせ

ていただきました。ありがとうございまし

た。又、先週12日には山陽新聞で大きく大原

美術館の再開館に向けた記事を掲載いただき

ました。森田さんありがとうございました。 
●女子会一同（現金ドネーション9,000円） 

永田先生！お久しぶりに元気な姿にお目にかか

れて大変嬉しく思っております。 

●永田さん（100枚） 

永い間欠席させて頂き申し訳ありません。これ

からは体調に気を付けて頑張って出席したいと

思います。どうぞ忘れられない様頑張ります。

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

●宮田さん（50枚） 

この度の新型コロナウイルス感染防止に当たり

医療機関ではマスクを始め防護具不足で大変困

っておりました時、ライオンズクラブより2回

に渡り、マスクをご寄贈下さり、助けて頂きま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

倉敷ライオンズクラブ発行 

会  長：山 本 俊 夫 幹  事：藤 井 徹 海  PR 委員長：難 波 成 美  

事 務 局：倉敷市西中新田 490-6 SQUARECOOP201    ℡(086)422-7126 

例 会 場：倉敷国際ホテル 倉敷市中央 1丁目 1-44  ℡(086)422-5141     

HP：http://www.kurashiki-lions.org/ 

  7月 行事 
1日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第一例会(第1503回) 

    13:30～倉敷国際ホテル 

   PR・IT、青少年育成・YE、社会アクト 

合同委委員会 

8日(水)18:30～倉敷国際ホテル 

       ５R会長幹事会 

15日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第二例会(第1504回) 

18：30～倉敷国際ホテル 

計画親睦委員会・新旧合同親睦会 

22日(水)18:30～倉敷物語館 

            計画親睦委員会 

8月 行事予定 
5日(水)18:30～倉敷国際ホテル  

第一例会(第1505回) 

ビア・バーベキュー例会 

19日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第二例会(第1506回) 

5月理事会風景 


