2020(令和 2)年

11 月号

【活動記録】

10 月第一例会(第 1509 回)
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㈱岡山リベッツ

Ｌ.原 孝吏

代表取締役

羽場 誠

様

(10 月第一例会)

岡山リベッツは 2018
年、T リーグ発足から参
加するプロ卓球チーム
です。ジーンズとポケ
ットをつなぐ「リベッ

本日は、卓球Ｔリーグの岡山リベッツ代表取締役 羽場誠

ト」には注目を集める

様から「卓球で岡山を元気に！」という熱い想いをうかが

という意味もあり、岡山が世界中から注目を集める。そん
な気持ちを込めて名付けました。

うことができました。
私自身も小学校５年生の時から卓球を続けて今年でちょ

岡山は卓球の聖地と呼ばれているのをご存じでしょうか。

うど 50 年になります。私が応援している T リーグの選手

岡山市の東山電停近く、三友寺入口には「ピンポン伝来の

に、シンガポールの馮(フォン)選手がいます。シンガポー

地」という石碑があります。作曲家・山田耕筰の自伝に姉と

ルが独立して以来、オリンピックで獲得した初めてのメダ

結婚した英国人が日本へ伝えたとあるそうです。そして小

ルとなる卓球女子団体銀メダルを北京オリンピックで持ち

学生の全国大会で選抜チームが男女ともに 3 年連続優勝す

帰った選手です。シンガ

るほど岡山は卓球に強い県なのです。

ポールの国民を元気づけ

リベッツのミッションは「卓球で岡山を元気にする」こ

た馮(フォン)選手のよう

とです。ビジョンは「10 年で岡山からメダリスト」
「エンタ

なアスリートが岡山リベ

ーテインメントを提供」
「岡山の健康に貢献する」です。ま

ッツから現れるよう皆さ

た、岡山で卓球愛好家を現在のおよそ 4 万人から 10 万人に

んで応援しようではあり

したいと思っています。普及のためのお店を岡山、倉敷に

ませんか。

作りました。倉敷店は四十瀬にあります。
尊敬する方に「一流の都市には一流の文化とスポーツチ
ームがある」と言われたことがあります。すでに岡山には
すばらしい文化があります。世界一のチームを作ることで

われら倉敷青陵卓球部！（原考、川崎、清野）
～コメントをいただきました～

岡山が盛り上がると信じています。現在のチームには丹羽
孝希選手をはじめ東京五輪代表予定が 3 名在籍、世界でも
トップレベルのチームです。2023 年までには日本一。26 年
までに世界一を目標にしています。このためには資金も必
要です。スポンサーを 150 社から 300 社。観客動員を 1,100
人から 1,500 人に増やします。世界一のチームを岡山に作
ります。
11 月無観客で開幕、1 月からは観戦いただける予定です。
岡山武道館にお越しいただき応援よろしくお願いします。
(記：Ｌ.森田宗一郎)

岡山リベッツの羽場さんのゲ
ストスピーチを聞き、数少ない
卓球のプロチームがなぜ岡山にあ
るのか疑問に思っていましたが、
羽場さんが岡山出身と聞き納得し
ました。
倉敷にも練習場があることも親
近感がわき、しっかり応援してゆきたいと思います。又、同
じ青陵卓球部出身者が当クラブに 3 人も在籍していること
に何か縁を感じました。
(Ｌ.川崎 博)

努力が報われること、弱気になってはダメなこと、勝敗の
経験…、卓球というスポーツを通して 10 代の頃に多くのこ
とを学びました。岡山リベッツが活躍する姿を見た子供達
が、卓球に打ち込むことで色々なことを学んで欲しいと願っ
ています。
（Ｌ.清野文昭）

ニューメンバースピーチ
10 月第二例会

LCIF 説明会へ参加して
10 月 11 日。336-B 地区 LCIF（ライオンズクラブ国際財
団）説明会に参加しました。災害後方支援、フィリピンやケ
ニアへの奉仕支援等々の活動報告があり年次報告書をもら
いました。
国際財団への支援金交付申請以外に、身近な方法ではクラ

L.安藤真次 (㈲安藤工業 代表取締役)
47 歳、血液型 O 型のちょっと太めのおじさんです。
倉敷市で、建設業・三井住友海上火災保険㈱代理店を営んで
おります。
改めまして、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、誠にありがとうございます。再度この様な
ご挨拶の機会を頂きまして、心より感謝申し上げます。
倉敷ライオンズクラブの先輩方にご教示を頂きながら、地域
社会のお役に立てますよう、奉仕の精神で一生懸命頑張って
いきますので、これからご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い致
します。

L.長谷川正興 (八王寺工業㈱ 代表取締役)
この度は、西日本豪雨、大震災を経験し人生最大の危機を
乗り越えて、伝統と格式高い倉敷ライオンズクラブ入会でき
たことは大変光栄です。その折には、関係各社、国、県、市
また、ここの名誉会員加藤勝信東京事務所には、大変お世話
になりました。その様な要因がここのクラブ入会の決心をし
た次第で御座います。そこで、弊社は生コン事業を倉敷市真
備町、鳥取県境港市で営業し安定した品質を販売することが
社会奉仕と思います。またライオンズによる社会奉仕活動を
していくことを人生のライフワークにしたいと思う次第で御
座います。

『閉会挨拶』

Ｌ.莖田信之

安藤さん、長谷川さんのニューメン
バースピーチをお聞きし、地域社会へ
の奉仕の思いをより強く致しました。
コロナウイルスの影響がある中ではあ
りますが、ライオンズを通じた社会へ
の貢献に引き続き尽力したいと思いま
す。また、コロナ禍でも法律問題は生じます。コロナ感染症拡
大防止対策のもと、少しでも安心して法律相談をお聞きでき
るようにし、弁護士としても地域の方のために取り組んで参
ります。今後とも宜しくお願い致します。

ブで 5,000$／年の寄付をするとその 15%（約 75,000 円）が
該当クラブで奉仕活動の資金請求ができる。5,000$以下の
寄付については、15%がキャビネットに積み立てられ、地区
内クラブの支援金請求・交付にあてられるとの説明があり
ました。この地区では年間 300 万円程度あるそうです。
他に資金獲得では一人 100$キャンペーンが行われていま
す。ロゴ写真右上のピンは倉敷クラブで 1, 000$寄付したと
きに送られてきたピンです。

（Ｌ.岡本良夫）

スポーツの秋です。
芝の青さと周囲の紅葉した景色のコン
トラストが美しく、気候の良い秋は、ゴルフをプレーするの
にベストな季節です。
我らゴルフ同好会は、2 月・８月を除く年間１０回のスケ
ジュールでゴルフコンペを楽しんでおります。
澄みきった空気の中、太陽の光を全身に浴びて、四季折々の
景観を見ながら自然を満喫できるゴルフでは、10km も楽
しく歩くことができます。
ウォーキングは有酸素運動になる
のでダイエットにも有効です。
コロナ禍で運動不足になりがちの今、
三密を避け適度の運
動であるゴルフへの興味が再び増えていると聞いています。
同好の士を絶賛募集中ですので、
皆様のご参加をお待ちして
おります。

（Ｌ.室山晃一）

■第 1509 回例会報告（2020.10.7）

4.キャビネットより第 67 回地区年次大会事務局
開局のお知らせが届いています。
5.チャリティ作家の先生にお花をお贈りしました。
〇<乾幸子パステル画展>乾幸子先生
【承認事項】
1. 社会アクト委員会、青少年育成・YE 委員会、 10 月 3～11 日まで岡山市中区浜の『岡アートギャ
薬物乱用防止委員会の合同アクトに関して以下 ラリー』で開催。
〇<杉田修一・透明水彩画展‘20>杉田修一先生
の内容で承認されました。
10 月 15～19 日まで倉敷市本町の『ギャラリー十
①医療従事者向け芸術鑑賞会を開催する。
②ちびっ子サッカースクール参加の各小学校へ 露』で開催。
6.第一回薬物乱用防止教室の開催が決定しました。
サッカーボールを贈呈する。
2．9 月のお月見例会での支出、4 件が承認され 12 月 3 日(木)①13：35～と②14：35～の 2 回行い
ました。お花代 5,060 円、メンバーへのお土産の ます。倉敷真備(まきび)中学校で開催します。委
ずんだ餅 13,500 円、月見団子 1,100 円、ゲスト 員会以外のメンバーさんも是非参加してください。
お詫びの品 8,000 円のぶどう、合計 27,660 円で
す。
DONATION
3．L.加藤勝信が内閣官房長官にご就任に伴い、
2 件のお祝いが承認されました。祝電 9,049 円、
《第 1509 回例会 10 月 7 日》
胡蝶蘭 50,000 円 合計 59,049 円です。
●誕生祝（各 50 枚）
【幹事報告】
河田さん、瀬戸さん、野上さん
1．豪雨災害復興支援募金での収益は 34,260 円で
した。全額 LCIF に献金し、九州豪雨災害支援に活
●いつまでもお幸せに（各 50 枚）
用していただきます。
小川さん、梶谷さん、川崎さん、
2．チャリティ作家の先生よりハガキが届いてお 原孝さん、山本さん、吉田さん。
ります。<昨日・今日・明日展>〇内山貞和先生・
岡島光則先生。10 月 17～23 日までサロン・ド・ ●小川さん（100 枚）
ヴァンホーで開催。
第一回ガバナー諮問委員会・ガバナー公式訪問・
3.内閣官房長官 加藤勝信氏よりお花の御礼状が 合同例会、
及び令和2 年豪雨災害街頭募金では、
大変お世話になりました。
届いて居ります。
出席者 41 名
欠席者 18 名
純例会出席率 71% メークアップ後出席率 76％

4.9 月 1 日付けで事務局員の後藤さんが育児休暇
より復帰されました。山本さんは 10 月 12 日付け
で退職となります。
■第 1510 回例会報告（2020.10.21）
出席者 41 名
欠席者 18 名
純例会出席率 71% メークアップ後出席率 83％
【承認事項】
1.赤い羽根募金に関して例年通り 3,000 円の募金
が承認されました。
2.例会について下記 2 件が承認されました。
①12 月 16 日のクリスマス家族例会はコロナ禍な
のでゲストは呼ばず、メンバーのみの参加。会費
は例年通り 8,000 円、時間は 18：30 からに変更。
②11 月 18 日の夜例会はお酒なしで予定通り 18：
30 から開催。
3.事務局で HP を更新する為のソフト購入約
30,000 円が承認されました。
4.現代工芸秀作展に貢献の大きい作家さんの個展
への生花贈呈（11 件、60,000 円程度）が承認され
ました。
【幹事報告】
1.キャビネットより『こどもの未来古本募金』と
『ヘアドネーション』へのお願いが届いておりま
す。
御協力頂ける方は、
事務局までご連絡下さい。
2.キャビネットより、本年度キャビネット会計の
平松清志氏が退会され、新しく小田克介氏が就任
されたとの連絡が来ております。
3.キャビネットより『新会員 WEB 研修会』のお知
らせが来ております。入会 5 年以内の方が対象で、
既に対象の方には FAX にてお送りしております。
ご確認下さい。詳しくは事務局までお願いします。

●小川さん（50 枚）
第11 回写友くらしき小町写真展が10 月20 日
(火)から倉敷市立美術館で開催されます。
「岡山県みんなの文化活動支援事業」(ビヨン
ド 2020 認証事業)倉敷市文化連盟も応援して
くださっています。入場無料です。
●岡本さん（200 枚）
8 月、人口股関節の置換手術を受けました。まだ
左の股関節は残っていますが、しっかり踏み込
んで骨盤を軸に真っ直ぐ歩けるようになりまし
た。

11 月 行事予定
4 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会 (第 1511 回)
例会後～第 6 回 PR・IT 委員会
13 日(金)倉敷国際ホテル
18:30～第 2 回ガバナー諮問委員会
18 日(水) 倉敷国際ホテル
18:30～第二例会(第 1512 回)

12 月 行事予定
2 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会(第 1513 回)
(2020 年度後期会費集金日)

《第 1510 回例会 10 月 21 日》
●藤井孝さん（100 枚）
先日、ライオンズクラブ入会 30 周年シェブロン
賞を頂きました。諸先輩、会員の皆さんに御礼を
申し上げ、これからもライオンズライフを楽し
みたいと思っています。今後もよろしく！

例会後～第 7 回 PR・IT 委員会
16 日(水)倉敷国際ホテル
18:30～ク リ ス マ ス 例 会(第 1514 回)

●森川さん（50 枚）
10 月 18 日山陽新聞社様の御協力で「大原美術館
開館 90 周年」を記念し、8 頁にわたって特集記
事が組まれました。森田さんはじめ新聞社の取
材・出演の関係者、並びに新聞広告にご協賛いた
だいた皆様に心より御礼申し上げます。

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・IT 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/

