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【活動記録】

新役員のみなさん

7 月7 日第一例会（第1518 回）
・メンバースピーチ L.上西孝道
・新役員 就任挨拶

2021 年(令和 3 年)7 月 7 日(水) 倉敷国際ホテル

・新年度予算案 説明
・クラブ細則・年間行事予定の説明
閉会挨拶

倉敷ＬＣ

明日への備え、そして“挑戦”(スローガン )

L.川崎 博

7 月21日第二例会（第1519回）
・入会式 L.佐藤泰能 L.宮本裕司
・前年度決算報告・監査報告

336－B 地区

Something New(サムシング ニュー)(スローガン )

・各委員長挨拶
閉会挨拶

L.森川政典

計画･親睦委員長

藤 原 京 子

計画･親睦委員長の藤原京子です。
今年こそ恒例の夜例会を行えるの
ではと思っておりました。が、コロ
ナ感染拡大のため準備委員会はもと
より、ビア・バーベキュー例会も直
前に実行出来ない事になり、皆さま
には大変ご迷惑をおかけしました。
お詫びいたします。
これからのちは、ワクチンという光も見えてきました。コ
ロナ感染の状況を見ながら、会長・幹事・理事会にその都度
お諮りしながら会を前に進めていきたいと思っております。
皆様のご協力をお願いし、ご挨拶と致します。

PR・IT 委員長

難 波 成 美

今年度の PR・IT 委員会は、山本会長の
スローガン「挑戦」を目標に掲げます。
昨今 SNS の進展著しく、またコロナの
影響で職場・生活環境も大きく変化して
います。
7 月 7 日の七夕例会で、
「花より根を
忘れるな、頭より足を忘れるな、見える
ものより、見えないものを忘れるな」と上
西孝道氏が短冊に書かれました。サン＝テグジュペリの「星
の王子様」の名言、
「大切なものは目に見えない」と呼応しま
す。私たちの情報は 80％視覚からです。目に見えるライオン
ズクラブの奉仕活動は目に見えないメンバーの絆によって構
築されています。目に見える SNS を活用し目に見えないメン

アイヘルス・薬物乱用防止委員長
中 井 大 介

バーの絆と親睦をより一層深めていければいいな～と思って
います。皆さんご協力よろしくお願いします。

新型コロナ禍においても子ども
たちが「薬物乱用」の危機に直面
している状況は変わりません。将
来を担う子どもたちを「薬物乱
用」から守るための即効的な対処
方法はありませんが、人格形成の
基盤となる小中学生の時期に薬物
乱用防止教育を実施することは有効とされています。少しで
も薬物乱用の恐ろしさに対する正しい知識に触れる機会があ
れば、子どもたちが実際に薬物と出会うときの抑制となるこ
とが期待されます。違法薬物や、従来の薬物に対する間違っ
た情報が蔓延する中では何度も薬物乱用の恐ろしさを伝える
働きが必要です。そのために本委員会は折りが良くても悪く
ても地道な活動を続けていくことが重要となります。地域の
宝である子どもたちがこれからも健全に育まれるようにひと
つでも多くの薬物乱用防止教室を開催していきたいと思いま
す。メンバーの皆様におきましても、教室開催の要望を耳に
されたときには情報をお寄せいただければ幸いです。
青少年育成･YE 委員長
瀬 戸 秀 一

小 川 洋 一
認証 65 周年記念式典組織（案）
が完成しました。会員の皆様方に
おかれましては大変忙しい中、ご
担当を快く引受けてくださりどう
もありがとうございました。コロ
ナ禍一度も会合が持てていない状
況で、大会の中身については何も
お話しすることができません。し
かし、伝統ある倉敷ライオンズクラブとしての格式と意思決
定過程を尊重して、自信をもって全世界のライオンズクラブ
に発信できるような式典になればと願っています。過去を振
り返りますと、盲導犬贈答、倉敷未来公園の植樹、藤棚、駅
や美観地区の要所に市内鳥観図設置、ウイーン少年合唱団、
倉敷出身の世界で活躍する音楽家による演奏会等、そのどれ
もが他クラブでは真似できない素晴らしい催しの数々です。
当クラブは各業界、学会等あらゆる社会でご活躍されてい
る優秀な人材が集まっています。私は皆さんの英知を結集
し、その方々の力が存分に発揮できるように調整役に徹して
素晴らしい式典となるように努めてまいりますので、御協力
の程よろしくお願いいたします。

昨年に引き続き青少年育成･YE 委
員長を務めさせていただく事になりま

5R アラート委員任命

した。昨年同様にコロナの影響を見定
めながらの活動になりますので、どこ
まで出来るかわかりませんが、こう言
う難局の時こそ「WE SERVE」の
精神を行動と判断の指針として委員会のメンバーと共に精一
杯頑張りますので、ご支援の程よろしくお願い致します。

2021-2022 5R アラ
ート委員に莖田さんが
任命されました。
1 年間よろしくお願い致
します。

7 月第一例会

L.上西孝道

7 月第二例会

中国電力ネットワーク㈱佐藤泰能さんと
トマト銀行 宮本裕司さんの入会式を行いました。

ライオンズ歴 40 年を振り返ってお話をいただきました。
入会同期の藤原均さんとの熱い友情の話に始まり、会長

さとう

やすなり

就任したもののクラブ 45 周年式典直前の入院、病院から駆

佐藤 泰能

け付けタキシードで英語版マイウエイを歌ったこと。50 周

昭和 43 年 9 月 13 日生まれ

年での主催者挨拶は幕間2 分会心の出来であったことなど。

中国電力ネットワーク㈱

節目節目の活躍をいつもの名調子でご紹介いただきました。

倉敷ネットワークセンター副所長

また、地域や職場で話をする機会の多いメンバーに、言葉
の読み違いなど誤字脱字、
“てにおは”を気をつけることで
一層輝いて見えると教えてくださいました。
「人と機械は休めば錆びる」適度、適当に使えば価値ある道
が開ける。90 歳となったがまだまだお使いくださいとは、
さすがの一言でした。

記 Ｌ.森田宗一郎

さん

武蔵野工業大学工学部卒業
血液型 A 型
スポンサー：岡 荘一郎
このたびは、歴史と伝統のある倉敷ライオンズクラブへ
の入会をご承認いただき、誠にありがとうございます。
生まれは広島県福山市で、幼いころは、お正月を迎える
たびに倉敷に行くことが家族の恒例行事でした。特に阿智
神社から見下ろす美観地区が印象的で、幼いころの記憶に
残っています。平成 27 年からの 3 年間、倉敷で勤務をして
おりましたが、天領祭り、倉敷ツーデーマーチなどに参加
することで、倉敷は一層身近な街になりました。
そのような中、今回の転勤では、ライオンズクラブの諸
先輩方に迎え入れていただき、このクラブの活動を通じて
地域社会に貢献できることをとても誇りに思っておりま
す。わからないこと、至らぬことも多々あると思います
が、ご指導ご鞭撻をいただきますようよろしくお願いいた
します。
みやもと

ゆうじ

宮本 裕司

さん

昭和 39 年 6 月 25 日生まれ
トマト銀行 倉敷営業部長
北九州市立大学商学部 卒業
血液型 O 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への入
会をご承認頂き、誠にありがとうございます。
倉敷は、弊社が 90 年前 1931 年に倉敷無尽㈱として設立
しました創業の地です。設立当初から大切にしてきた「相互
扶助」の精神を忘れず、ライオンズクラブの「We Serve 我々
は奉仕する」をモットーに友愛を育んで参ります。
若輩者ですが、皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し
上げます。

■第 1518 回例会報告（2021.7.7）
出席者 43 名
欠席者 15 名
純例会出席率 74%
メークアップ後出席率 74％
【承認事項】
1. 本年度の会費ですが、昨年度同様、年間
費を80.000 円とし、
食費も昨年同様63.600
円で承認されました。詳しくは会費納入封
筒に入っております内訳をご確認下さい。
2.加藤勝信さん、松田忠和さんが本年度名
誉会員として、足立さん、諏訪さん、小山
さんが賛助会員。藤原均さん、室山武彦さ
んが特別会員として承認されました。3.岡
山県アイバンク法人会へ個人会費 5.000 円
の納入と、倉敷国際交流協会会費 5,000 円
の納入が承認されました。4.クラブ事務局
員、中小企業退職金共済の加入に伴い、単
月 5.000 円、年間 60.000 円の掛け金が承
認されました。
【幹事報告】
1．特別会員の岩佐三典さんがご逝去されま
した。心よりお悔やみ申しあげ、ご報告させ
ていただきます。
2.倉敷真備ライオンズクラ
ブより訃報の連絡がありました。
メンバーの
武本圭介さんが 7 月 2 日(金)にご逝去され
ました。5R 申し合わせ事項に基づき、会長・
幹事が参列し、
クラブより御香典をお供えい
たしました。
3.倉敷天領夏祭りは中止となり
ます。
なお倉敷小町コンテストは実施予定で
す。4.伊豆地方の豪雨災害に際し、姉妹クラ
ブの沼津ライオンズクラブにお見舞い状を
発送しました。5.2020 年度皆勤賞は、石伊
繁文さん、小野鈴江さん、川崎博さん、瀬尾
彰宏さん、武居賢次朗さん、藤原京子さん、
松本晃良さん、森田宗一郎さん、渡辺康晴さ
んです。第 2 例会で表彰致します。6.2021 年
度上半期の会費の集金は例年通り、7 月 21
日第 2 例会に行います。
例会場での集金は手
数料がかかりませんので、
よろしくお願いい
たします。7.ファジアーノ岡山より 2021 フ
ァン感謝デーのご案内がありました。
抽選制
となりますが、
応募されたい方は事務局まで
お願いします。
8.ヘアドネーションは当分の
間休止します。
再開した際はまたご連絡致し
ます。

■第 1519 回例会報告（2021.7.21）

出席者 38 名
欠席者 20 名
純例会出席率 66%
メークアップ後出席率 66％
【承認事項】
1. 9/15㈬に開催予定のお月見例会の会費が
7.000 円にて承認されました。2.新入会員
の入会申込書の捺印について、今までスポ
ンサーのサインと捺印が必要となっていま
したが、今後はサインのみで承認とさせて
いただきます。
【幹事報告】
1．本日ご入会された佐藤さんは社会アクト
委員長とアイヘルス・薬物乱用防止委員会、
宮本さんは計画親睦委員会と青少年育成･YE
委員会に所属していただきます。委員長・副

委員長さん、よろしくお願いします。2.次回
例会は 8 月 4 日㈬18：30～ビア・バーベキュ
ー例会です。昼間の例会はありません。
（そ
の後中止となった）3.事務局の夏季休暇は
8/12㈭～8/16㈪です。4.2021 年度上半期の
会費の期限は 7 月末です。まだの方はよろし
く お 願 い し ま す 。 5.9 月 第 一 例 会 は
9/4(土)12：15～5Ｒ合同例会（ガバナー公式
訪問）になります。会場は倉敷国際ホテルで
す。また案内が届きましたら、皆様に出欠の
案内をお送りします。

DONATION
《第 1518 回例会 7 月 7 日》
●1 年間お世話になりました（各 50 枚）
山本さん、森川さん、川崎さん、宮﨑さん、
藤井徹さん、古和さん、森田さん、
渡邉さん、石伊さん、岡本さん、原淳さん、
藤原さん、吉田さん、岡さん、室山さん、
小野さん、渡辺さん、小川さん、松本さん。
●上西さん(100 枚)
年度始めの例会スピーチ有難う。40 年を振
返り、年のたつ早さを実感しています。
「人
と機械は休めば錆びる」又の機会をお待ち
しています。
●難波敢さん(100 枚)

《第 1519 回例会 7 月 21 日》
●就任 1 年間お世話になります
（各 50 枚）
山本さん、森川さん、川崎さん、宮﨑さん、
藤井徹さん、古和さん、森田さん、
渡邉さん、石伊さん、岡さん、室山さん、
小野さん、渡辺さん、岡本さん、原淳さん、
藤原さん、吉田さん、莖田さん。
●誕生祝(各 50 枚)
大月さん、坂本さん、藤井徹さん、村山さん。

●結婚祝(各 50 枚)
石伊さん、小田さん、永田さん、西村さ
ん、長谷川さん、松永さん、松本さん。
●佐藤さん・宮本さん(各 50 枚)
入会よろしくお願いします。
●岡さん(100 枚)
佐藤さん、宮本さんをよろしく！！
●石伊さん、小野さん、川崎さん、瀬尾さ
ん、藤原さん、松本さん(各 5000 円)
皆勤賞ありがとうございます。
●瀬尾さん(10.000 円)
御餞別ありがとうございます。

7 月第一例会にて
L.木曽にライオンズ・ローアの
ご発声をお願いしました！

山本丸の再航海が、コロナに打勝ち！無事帰航
することを祈っています。

●永田さん(50 枚)
1518 回のライオンズの出発にあたり、山本丸の
元気な一年を祝っています。

●山本さん(50 枚)
“面白きこともなき世を面白く”続く下の句は
１年間の精進です。

●小川さん(50 枚)
倉敷市国際交流協会、法人会員更新、どうもあり
がとうございました。

●木曽さん(50 枚)
前回最終例会の閉会の挨拶と今日の例会のライ
オンズローアをさせていただきました。

●藤原さん(50 枚)
今日は藤原均の誕生日。毎年雨で彦星と織姫は
会えません。現世では････？

●難波成さん(100 枚)
今年も PR・IT 委員長を承りました。宜しく
お願いします。コロナ禍で新しい倉敷ライ
オンズクラブに進むべく、PR・IT 委員会も
これからも進化してまいります。その第一
歩として皆様にアンケートを FAX させて頂
く予定です。御協力お願いいたします。
●野上さん(50 枚)
私事ですが、二番目の娘に 3 人目の孫が産まれ
ました。
忙しい中、上の孫たちのお世話に奮闘中です。

●女子会一同(各 10 枚)
倉敷ライオンズクラブ64 年歴史の中で記憶すべ
き 2 年続投の山本丸の出航をお祝いし、女子力
全力で応援しますよ～！

8 月 行事予定
4 日(水)倉敷国際ホテル
17:00～社会アクト委員会
17:30～PR・IT 委員会
18:30～第一例会(第 1520 回)
21 日(水)倉敷国際ホテル ※中止※
12:15～第二例会(第 1521 回)
26 日(木)倉敷物語館
18:30～社会アクト委員会

9 月 行事予定
4 日(土)倉敷国際ホテル
10:30～第一回諮問委員会
12:15～ガバナー公式訪問及び 5R
-1Z 合同例会(第1521 回)
15 日(水)倉敷国際ホテル
18:30～お月見例会(第二例会)
(第 1522 回)

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/

