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★サイクリング同好会★

11 月4 日第一例会（第1511回）
メンバースピーチ L.宮﨑昭郎
閉会挨拶

L.松永みどり

2020（令和 2）年 11 月 3 日(火)
11 月18 日第二例会
（第1512 回）夜例会
10 周年表彰 L.井上きよみ
倉敷ＬＣ

初 心 を 見 つ め 、 楽 し む 心 で “ We Serve ”(スローガン )

L.森川政典
35 周年表彰 L.岡 荘一郎
L.難波 敢

地域と共に『 We Serve 』(

336－B 地区
スローガン

)

L.西村眞彰

ゲスト 備中県民局長 佐藤将男氏
閉会挨拶

L.難波 敢

L.宮﨑昭郎

旭日単光章受章について

(11 月第一例会)

L.難波 敢

晩秋の候、倉敷ライ

この度は、図らずとも叙勲

オンズクラブメンバー

の栄に浴し、身に余る光栄に

の皆様方はご健勝の事

存じます。

とお慶び申し上げます。

これもひとえに、従業員をは

また、日頃のご指導

じめ多くの皆様のご指導ご

を賜り、誠に有難うご

支援のたまものであると、心

ざいます。

より感謝申し上げますとと

さて、11 月 4 日のメンバースピーチでは、弊社新館の紹
介の為に貴重な時間を頂き有難うございました。その際に
もご報告いたしましたが、RSK 山陽放送新館建物は 7 月 22
日に竣工式典、1 階楽堂ホール「Tenjiｎ9」は 10 月 12 日に
野村萬斎氏をゲストに呼び杮落しを催しました。現社屋か
らの引っ越し作業は年明けを予定、現在は映像ケーブル、

もに厚くお礼申し上げます。
この栄誉に恥じぬよう、世界に通用する品質とスピード
の追求を図り、お客様に信頼と満足を提供し、今後も日本
のものづくりと、板金業界の発展に寄与できるよう精進し
て参りたいと存じます。

音声ケーブル、放送用 LAN ケーブルなど配線工事と放送機
器設置、オフィース什器類の配置作業に係ってます。放送
開始(グランドオープン)は年明けからの試験放送終了後に

ゲストスピーチ

なる予定です。
グランドオープン後、倉敷ライオンズクラブのメンバー

岡山県の人口減少問題について

の皆様方で岡山市内にお出掛けの際には是非、お立ち寄り
頂ければ有難いです。5 階社員食堂からの借景は紹介ビデ
オ以上に素晴らしい景色です。お待ちしております。

岡山県備中県民局長 佐藤将男 様
(11 月第二例会)
ＲＳＫイノベイティブ・メディアセンター

食堂前 絶景の広場

私が本県にとって中長期的には最大の課題だと考えて
いるのがこの人口減少問題。その要因は本当に根深いもの
があり、解決は容易ではありませんが、県としては市町村
とも連携した息の長い取組を進めていきます。

サイクリング同好会活動報告

2020 年 11 月 3 日（火）、このたび記念すべき第 1 回例会が開催されました。舞台は世界のサイクリストから聖
地とされている「しまなみ海道」です。メンバー8 名、ゲスト 1 名で尾道港に集まり、フェリーに自転車も乗せて生口
島の瀬戸田港を目指します。天高い秋空と海の青に白く架かる生口橋を眺めながら軽快にサイクリングしました。
途中で柑橘系のジェラードを食べて海を眺め、お昼のお好み焼き屋さんでは立派な柿を頂いたり、名店はっさく
大福屋でも旬のみかんを山程頂戴したり、グルメも満喫できました。颯爽と駆ける石井顧問を先頭に全員で全行程
の 40 ㎞を走り切りました。サイクリング同好会では未経験でも楽しめるサイクリングを計画し、健康増進とリフレッ
シュを目的としたサークルとして活動していく予定です。次回は春のお花見です。ぜひ、お気軽にご参加下さい！
（記：サイクリング同好会 幹事 L.中井大介）

ボウリングが好きな人が集まり、和気藹々と楽しく活動し
ているボウリング同好会です。現在、コロナ禍で活動自粛し
ていますが、練習は月 2 回程度、18 時半からアミパラ倉敷
で実施しています。スコアに一喜一憂しながら楽しく親睦し
ています。ボウリング好きの方、日頃のストレスを発散した
い方、同好会に入会
しませんか。一緒に
練習し、ZC 杯親善
ボウリング大会に
参加しましょう！
（Ｌ.渡邉義友）

釣り同好会は、現在 13 名の会員で、初夏にキス釣りに行
き、冬にはみんなでフグの食事会をして、楽しく交流してい
ます。現在は、コロナウイルス蔓延のため、活動を休止して
いますが、終息した暁
には、また楽しく活動
を復活させますので、
みなさん、ご興味のあ
る方は是非一緒に釣り
にいきましょう！！！
（Ｌ.古和 肇）

■第 1511 回例会報告（2020.11.4）
出席者 43 名
欠席者 16 名
純例会出席率 73% メークアップ後出席率 75％
【幹事報告】
1．
我がクラブの前会長、
難波敢さんが11 月 3 日、
旭日単光章を受章されました。誠におめでとうご
ざいます。
2.チャリティ作家の先生にお花をお贈りしまし
た。<天神窯 窯出し展>岡本篤先生、川上節子先
生、岡本和敏先生
10 月 23 日～25 日まで天神窯アトリエで開催。
3.第二回ガバナー諮問委員会・第一回ゾーンレベ
ル会員委員会が 11 月 13 日(金)18：30～倉敷国際
ホテルにて開催されます。クラブより山本会長・
森川第一副会長・藤井幹事・GMT 委員長藤原さん・
GLT 委員長石伊さん・GST 委員長瀬尾さんが出席
されます。
4.12 月第一例会(12 月 2 日)に2020 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
お渡ししていると思いますので、宜しくお願い致
します。

■第 1512 回例会報告（2020.11.18）
出席者 42 名
欠席者 17 名
純例会出席率 71% メークアップ後出席率 72％
【承認事項】

●いつまでもお幸せに（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、森田さん、渡辺康さん、
渡邉義さん
●難波さん（現金 100,000）
この度11 月3 日に内閣総理大臣より旭日単光章
の叙勲の栄に浴し、身に余る光栄なことで、皆さ
まに感謝申し上げます。自分では青天の霹靂で
何が認められたのか判りません。頂けるものは
頂いておこうという事で。

《第 1510 回例会 11 月 4 日》
●誕生祝（各 50 枚）
岡本さん、片山さん、松永さん

●井上さん、森川さん（各 25 枚）
この度はマイルストーン・シェブロン・アワ
ードをいただきありがとうございました。改
めて 10 年という月日の「早さ」と「重さ」を
感じております。これからも「We Serve」の
精神を胸に精進していく所存です。

●上西さん（100 枚）
難波さん、旭日単光章受章おめでとうござい
ます。
●藤井孝さん（100 枚）
心から信頼し、尊敬する我が友、L.難波敢の
旭日単光章の受章を心よりお喜びお祝いいた
します。
●安藤さん（50 枚）
難波さん、旭日単光章のご受章おめでとうござ
いますお体ご自愛のうえ、ますますお力を発揮
されますようお祈りいたします。
●中井さん（50 枚）
難波敢さん、旭日単光章ご叙勲おめでとうご
ざいます。倉敷のまちのほまれとして、ます
ますのご活躍となりますように。

1. 事務局年末年始休暇について 12/29～1/4 の 7
●永田さん・藤原さん（各 50 枚）
日間で承認
難波さんの受章を知り、びっくりしました。
2.計画親睦委員会よりクリスマス例会についてコ
今後とも倉敷ライオンズの為に頑張ってくだ
ロナウイルス感染状況から実施再検討し中止に。
さい。一度そのお話を聞かせて頂きたいと思
今後の例会開催についても山本会長に一任を承認。 っています。楽しみにしております。
3.次年度
「現代工芸秀作展」十露の利用について、
来年度実施予定として会場予約を承認。
●石伊さん、中井さん (各 20 枚)
4.社会アクト委員会、青少年育成・YE 委員会、ア 莖田さん、竹森さん、武居さん、武政さん、
イヘルス薬物乱用防止委員会合同でのアクトにつ 難波成さん、松本さん（各 10 枚）
いて、年度内実施に向けて準備を始める事を承認。 サイクリング同好会でしまなみ海道に行って
きました。秋空の瀬戸内は海も空も輝いてい
【幹事報告】
1. キャビネットより第 67 回地区年次大会の予備 ました。今度は桜の季節です！
登録の案内が届いています。4 月 11 日(日)の大会
●長谷川さん（100 枚）
式典はどなたでもご参加いただけます。ご参加い
10 月 31 日八王寺工業㈱ビル マイホーム沖
ただける方はテーブルに回しております申込書に
新オージェックとの賃貸ビル、竣工式を無事
お名前を記載下さい。登録料はクラブが負担いた
終了いたしました。
します。
2.12 月第一例会(12 月 2 日)に 2020 年度下半期会 ●高吉さん（100 枚）
費を集金します。納入は 12 月末までに。
浜吉、35 周年を迎えました。皆さん GoTo イー
3.倉敷ライオンズクラブ認証 65 周年記念大会に トをしっかり活用してください！
ついて、10 月 30 日の元会長会に於いて大会実行
委員長に小川さん、大会実行副委員長に石伊さん、
《第 1512 回例会 11 月 18 日》
藤原さん、岡本さんの 3 名が選任されました。
●メンバー一同（各 10 枚 合計 590 枚）
4.例年通り社会アクト積立金を下半期も上半期同 難波敢前会長の旭日単光章のご受章は、我がク
様、4,000 円集金します。
ラブとしても大いに誇りとするところで、祝意

DONATION

●岡さん、難波敢さん、西村さん（各 35 枚）
ライオンとなり35 周年を迎え、
マイルストーン・
シェブロン・アワードの贈呈をいただきました。

と敬意を表し、更なるご活躍を祈念し、あわせて
メンバー一同にも喜びと幸を共有させて頂きた
いと存じます。バンザーイ！

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)
例会後～第 7 回 PR・IT 委員会
第二例会（クリスマス例会）は中止

1 月 行事予定
6 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会 (第 1514 回)
例会後～第 8 回 PR・IT 委員会
20 日(水) 倉敷国際ホテル
12:15～第二例会(第 1515 回)
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会
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