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11 月号

10 月度誕生・結婚祝い

【活動記録】
10 月6 日第一例会（第1521 回）
・5R RC 白神一彦さん

2021 年(令和 3 年)10 月 6 日 第一例会

5R ZC 小銭和明さん挨拶
・青少年育成・YE 委員長就任挨拶
L.瀬戸秀一
閉会挨拶

倉敷ＬＣ

明日への備え、そして“挑戦”(スローガン )

L.岡荘一郎

10 月20 日第二例会（第1522 回）
・LCIF 表彰

Ｌ.木曽昭光

・ニューメンバースピーチ
Ｌ.宮本裕司
336－B 地区

Something New(サムシング ニュー)(スローガン )

・認証65周年大会実行委員長
L.小川洋一
閉会挨拶

Ｌ.小田圭一

５R チェア･パーソン白神一彦さん（倉敷天領）と
1Z チェア･パーソン小銭和明さん（倉敷東）

例 会 訪 問

第一例会
第一例会

白神ＲＣからは、社会福

L.岡 荘一郎

祉協議会との災害時におけ
るボランティア支援に関す
る協定（災害協定）について
説明がありました。
現在、ライオンズクラブは
県単位で社会福祉協議会と災害協定を結んでいます。この度、
さらに実効性のあるもとにするために各地の社会福祉協議会
単位で同協定を締結することとなりました。倉敷市福祉協議会
とは５Ｒが代表して締結を進めているそうです。
また、小銭ＺＣからはリジョ
ンとゾーンの構成について話
がありました。複合地区会則
により、各地区は 10 ないし
16 のクラブからなるリジョ
ン、各Ｒは 4 ないし８のクラブ
からなるゾーンに分けることになっている。現状、336‐Ｂ地区
は私たちの 5Ｒをはじめ、１Ｒと８Ｒのクラブ数が規定に達してい
ないのでリジョン、ゾーンの再編成が考えられています。地区
ガバナーの専決事項とはいえ歴史的な慣行なども把握して慎
重に進めなくてはならないので、クラブ会員の理解と協力をと
のことでした。

記：L.森田宗一郎

委員長就任挨拶
青少年育成・YE 委員長

第一例会

L.瀬戸秀一

7～8 月に各小学校に

「阿知 3 丁目開発構想」から 29 年、紆余曲折を経
て、遂に「あちてらす倉敷」がオープンする。当初
は地下 2 階、地上 16 階の壮大な計画。広大な構想は
倉敷の街に似つかわしくないもので、膨大な費用の
問題、また景観条例の施行開始などが始まり、計画
は長い膠着状態に陥った。伊東市長・河田副市長の
誕生により大転換期を迎え、景観構想の内容変更、
循環機能を持たせるための 4ｍ道路への拡張、元町駐
車場の拡大、さらにゼネコンは入れ替わり藤木工務
店が全ての施工を実施という変更を経て念願のオー
プンを迎えた。全 26 店舗（ひろぎん・ステーション
ホテル・日本生命・薬局 2・美容室 3・クリニック
4・山陽ヤナセ・白壁等飲食 13）が入居する。
これから私は土地再生推進機構の委員長となり、
賑わい創生に対するイベント等を推進していく。足
掛け 30 年、難産を乗り越え、大きな街のシンボルと
なるよう期待する。
記：L.難波成美

サインボール・サッカーボ
ールの贈呈を行い「ちび
っこサッカー教室」の社会
アクトの実施に向けて活

～LCIF 表彰～

動中でしたが、コロナ感
染者の増加に伴い、今年度も中止となりました。小学校を巡
回する中、倉敷南小の校長や、万寿東小の教頭から、若い
頃、「ちびっ子フェスティバルのサッカー教室」の担当だった
旨を拝聴し、子供達の為に長い間続けていることに感謝と励
ましの意を表され、倉敷 LC の先輩方の功績が実を結んで
いると実感できた瞬間に感動しました。昨年度は、医療従事
者への感謝の意を形にする取り組みを模索しましたが、こち
らもコロナ感染力に押しつぶされ中止になりました。
今年度のアクトはクラブ内で完結でき、会員みんなで参加

第二例会

L.木曽昭光

できる当クラブらしいものが出来ればと考えています。今年

MJF 献金、計 3 回のため国際協会より表彰状が届きました。

こそアクト実施を形に表し卒論を書き上げ卒業したいと思い

既に 4 回目の MJF 献金を 10 月に行っていただきました。

ます。

第二例会
第二例会

L.宮本裕司

ニューメンバースピ

衆院選が始まりました。
次回から定数是正で、岡
山県は５から４小選挙区と

ーチをさせて頂き誠に

なり、中国ブロックも 11 か

ありがとうございます。

ら 10 へと定数が減少。小選

7 月に入会させて頂い

挙区の区割りも変更されま

た宮本裕司です。

す。そのため、今の形での

座右の銘は、「水の如く」「誠意·熱意·創意」です。流れる

L.小田圭一

衆院選は今回が最後です。

水のように変化に対応でき強くありたい、そして物事に取

衆院選に先立ち自民党総裁選が行われました。岸田氏、

り組むにあたり誠意を持って、熱い心で、創意工夫して成

高市氏は私の昔の仲間であり、野田氏は倉敷に縁の深い人

し遂げたいと思っています。休日はファジアーノ、トライフ

物。選択に困りましたが、人の声に耳を傾けると言う岸田

ープ、シーガルズ、リベッツなど岡山県勢のスポーツ観戦と

内閣が誕生した事は喜ばしい事であり、地方の意見も申し

応援を力一杯行っています。

上げ易くなったと思っています。

トマト銀行は 11 月 9 日で創立 90 周年となります。倉敷
の地で昭和 6 年、倉敷無尽㈱として創業し、時を経て三和
相互銀行、山陽相互銀行、そして平成元年よりトマト銀行と
なりました。倉敷無尽㈱時代から DNA として引き継がれ
ている「困ったときには、お互いに助け合う」という相互
扶助の精神を大切につなぎ地域に根差してまいりました。

特にコロナからの出口戦略について、私は９月県議会で
大胆な提言を行いました。指定感染症５類にし、元の生活
に早く戻そうと言うものです。ネットで御覧下されば幸い
です。
最後にクラブが 65 周年に向け発展する事を祈り、閉会
のあいさつと致します。

記念すべき節目に倉敷で勤務できること、そして倉敷ライ
オンズクラブで活動できることに運命を感じます。ご指導ご
鞭撻を宜しくお願い致します。

未来塾とは、入会 5 年以内の若い会員に向けて「ライオン
ズクラブ」の歴史や伝統、精神、組織図、またクラブ内で交わ

認証 65 周年大会実行委員長就任挨拶
第二例会

L.小川洋一

この度は大変名誉ある職
責をいただきありがとうご
ざいます。10 月 8 日実行委
員幹部が集まって、コロナ
は共存がしばらく継続するだろう。ですから 65 周年は
あまり派手なことはしないという認識を共有しました。
来年の 11 月 3 日が記念式典、4 日エクスカーション
（小旅行）という日程は決まっております。
11 月 11 日に各実行委員会委員長、副委員長に集まっ
ていただいて打ち合わせを始めたいと考えています。

される用語等、ライオンズクラブを深く知り、メンバー同士の
親交をより一層深める取り組みです。ここ 2 年間は、コロナ
禍の為、未来塾の開催がままならない状況でした。ついにコ
ロナも下火となり、やっと 11 月 26 日（金）に開催が決定しま
した。現在、委員長は石伊繁文さんです。
若い新しい会員の皆様、一緒に語り合いましょう！
＜ライオンズクラブ用語集の一部＞
●LCIF…Lions Clubs International Foundation
の略、ライオンズクラブ国際財団
●アクティビィティ(アクト)…ライオンズクラブが地域社会
などに対して行うあらゆる奉仕活動（倉敷 LC の主なアク
ト①現代工芸秀作展②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」③薬物乱用防止教室）
●ドネーション（寄付金） ●ファイン（会合欠席金）
●メークアップ（代替出席）などなど
まだまだ深く知れば知るほど魅力的で楽しいライオンズク
ラブです。
ライオンズクラブの歌にもあるスローガン「Liberty（リバ
ティ）・Intelligence（インテリジェンス）・Our Nation’s
Safety(アワーネイションズセイフティ)…自由を守り、知性
を重んじ我々の国の安全をはかる」をモットーに奉仕活動を
通してより一層の親睦と交流を深めていきましょう。
記：L.難波成美

■第 1521 回例会報告（2021.10.6）
出席者 36 名
欠席者 22 名
純例会出席率 62%
メークアップ後出席率 62％
【幹事報告】
1．先日お配りしたライオンズ手帳に不備が
見つかった方は、
恐れ入りますが事務局まで
ご連絡下さい。
2.協力作家の先生にお花をお贈りしました。
天神窯 山陽新聞賞受賞記念 岡本篤展 9
月 8 日～13 日まで
倉敷天満屋 4 階美術画廊にて開催されまし
た。

■第 1522 回例会報告（2021.10.20）
出席者 39 名
欠席者 19 名
純例会出席率 67%
メークアップ後出席率 67％
【承認事項】
1．例年実施しております赤い羽根募金 3000
円が承認されました。
2.キャンペーン 100 の協力要請について、
ク
ラブより 500＄を献金する事が承認されま
した。
3.12 月15 日(水)に開催予定のクリスマス家
族例会について、会費は例年通りメンバー
8000 円、家族(配偶者)6000 円、子ども 2000
円にて承認されました。
また出席者はワクチ
ン２回接種済み、
又は抗原検査で陰性の方に
限る事といたします。
抗原検査につきまして
は、
当日受付にて検査キットを用意いたしま
すので、ご協力をお願いしたいと思います。
【幹事報告】
1．キャビネットより、336-B 地区シェアリ
ング事業で、89 クラブ合同アクトとして、
池田動物園にキリンの餌やり台の贈呈事業
を行いました。各クラブに 10 枚ずつ池田動
物園の招待券が届いて居ります。
ご入用の方
は事務局までお問合せ下さい。
2.延期になっております 5R-1Z ガバナー公
式訪問について報告です。
ホストクラブの倉
敷東ライオンズクラブより、
関係各所との調
整がつかないため、
やむなく開催を中止する
文書が届きました。ご了承ください。
3.以前幹事報告で連絡しましたが、
外貨募金
について本日回覧しております。
御協力をお
願いいたします。

DONATION
《第 1521 回例会 10 月 6 日》
●8 月誕生祝（各 50 枚）
安藤さん、石伊さん、渡辺康さん、

●8 月結婚祝（各 50 枚）
藤井徹さん、藤波さん。
●9 月誕生祝（各 50 枚）
木曽さん、佐藤さん、宮田さん。
●9 月結婚祝（各 50 枚）
大月さん、莖田さん、竹森さん、
高吉さん。
●10 月誕生祝（各 50 枚）
河田さん、瀬戸さん、野上さん。
●10 月結婚祝（各 50 枚）
小川さん、梶谷さん、川崎さん、
原孝さん、宮本さん、山本さん、
吉田さん。
●小川さん(50 枚)
倉敷市国際交流協会の外貨コイン募金に高吉さ
んから多額のご寄付を頂きました。ライオンズ
クラブも外貨募金を始めたそうですが、当協会
は集まった外貨をユニセフに寄託しています。
上西先生が始められた事業ですが、募金累計は
100 万円を超えています。

●山本さん(50 枚)
会報一面に載りました。瀬戸委員長の作品です。
残念ながら他に適切な写真がなかったようです。

《第 1522 回例会 10 月 20 日》
●木曽さん（30 枚）
例会で LCIF より記念品をいただきました。
ありがとうございました。
●中井さん（50 枚）
去る 9 月 6 日に鎖骨を骨折しましたが治りまし
た。みなさんから多分のいたわりを頂き感謝で
す。たまにはケガもしてみるものですね。
●渡辺康さん（50 枚）
理事会に出席できませんでした。すみません。

■ 記録 ■
◇9 月 4 日、
ガバナー公式訪問及び５
R‐１Z 合同例会（第一例会）中止
◇9 月 15 日、お月見例会（第二例会）
中止◇10 月 13～17 日現代工芸秀作
展中止（いずれもコロナ禍のため）

11 月 行事予定
10 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会(第 1523 回)
例会後～PR・IT 委員会
11 日(木)倉敷ロイヤルアートホテル
18:30～周年実行委員会
12 日(金)倉敷物語館
18:30～周年沼津委員会

●森川さん(50 枚)
先週 10 月 1 日、大原美術館の展示施設「新児島
館(仮称)」が何とか暫定開館をいたしました。改
めてみなさまに感謝申し上げます。ショップの
お買い物と合わせて、ヤノベケンジ氏の作品＜
サン・シスター＞を是非お楽しみください。入場
無料、写真撮影 OK です。
●石伊さん（50 枚）
先月ゴルフ同好会にて 2 年半ぶりに優勝致しま
した。天候にも恵まれ、コロナ禍状況下ですが晴
れ晴れした 1 日でした。

17 日(水)倉敷国際ホテル
18:30～第二例会(第 1524 回)
19 日(金)倉敷アイビースクエア
18:30～第２回ガバナー諮問委員会
24 日(水)鬼ノ城 G.C
7:53～ゴルフ同好会
24 日(水)倉敷物語館
18:30～計画親睦委員会
26 日(金)倉敷ロイヤルアートホテル
18:30～未来塾

●古和さん(50 枚)
阿知三丁目再開発が無事終わりました。計画か
ら完成まで長い時間がかかりましたが、やっと
完了しました。工事中は市民の皆様には何かと
御不便をかけましたがありがとうございました。

12 月 行事予定
1 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会(第 1525 回)
例会後～PR・IT 委員会

●難波成さん（50 枚）
みなさん、ご無沙汰しています。手帳の発行が遅
くなり申し訳ありません。しかも、不備がありと
ても失礼しました。清野さん、ごめんなさい。皆
様シールお忘れなく手帳に貼ってください。本
日の会報に挟んでおります。

14 日(火)鬼ノ城 G.C
8:00～ゴルフ同好会
15 日(水)倉敷国際ホテル
18:00～クリスマス家族例会
第二例会 (第 1526 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/

