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2021 年(令和 3 年)10 月 6 日 第一例会

11 月10 日第一例会（第1523 回）
・メンバースピーチ L.井上きよみ
閉会挨拶

L.石伊繁文

倉敷ＬＣ

明日への備え、そして“挑戦”(スローガン )
11 月17 日第二例会（第1524 回）
（通常夜例会）
336－B 地区

Something New(サムシング ニュー)(スローガン )

・ニューメンバースピーチ
Ｌ.村山公保
閉会挨拶

Ｌ.古和 肇

ニューメンバースピーチ
第一例会
L.井上きよみ

介護生活で感じた
「不便」を解消しよう
と、ふと思い立ったの

第二例会

が「便利屋」です。そし

L.村山公保

て「ベンリー倉敷中央
病院前店」を開店して
間もなく 5 年が経ち
ます。なじみの薄い便利屋が、普段どんな仕事をしている
かを紹介します。

まずは、法や倫理に触れなければ、できることは何で
もします。しかし、許認可や資格が必要なものも多く、実
際に私もたくさんの資格を取得してきました。そして、危
なくて怖い仕事もたくさん引き受けます。ほとんど足場
のない高層階で重いエアコンの室外機を取り外したり、
高い木に登って枝を切ったり、防護服を着てスズメバチ
の巣の駆除をしたりと。またある時は、畑で車庫を組み
立てたり、プロポーズのために風船を 300 個膨らませ
たり、ゴミ屋敷の片づけや重くて大きな家具の移動や運
搬などを。ハウスクリーニング全般に加え、昨年からは
新型コロナウイルス対応消毒もやっています。さらに今
年は、アイフォン修
理の店も始めまし
た。
ボランティア活
動にも力を入れ、
地域の皆様の笑顔
と共に歩んでいき
たいと思っていま
す。お困りごとが
あれば、ぜひお気
軽にご相談くださ
い。馳せ参じます。

私は宇宙が好きですが、いつも残念に思うことが
あります。多くの映画やアニメで、宇宙がとても小さ
く描かれているのです。宇宙の大きさを知って欲しく
て、大学生の時に学園祭で「100 億分の 1 太陽系の模
型」を作って来場者に披露しました。本日はそれを岡
山県の子供達に楽しんでもらうために作り直したもの
を持って来ました。
この模型の太陽
は3Dプリンターで
作りました。大きさ
は 139mm です。地
球は 1.3mm の鉄球
に青い色を塗りま
した。地球と太陽の距離は 15m です。火星は 23m 離
れるので会場に入りません。木星、土星は道路の向こう
側になります。それで Google Map を使って地図上に
惑星の軌道を描きました。海王星は 550m 離れたアイ
ビースクエアのあたりになります。宇宙の広さが実感
できましたでしょうか？
さらに驚くべきことは、星は動いているのです。地
球は 24 時間で 1 回転しています。その速さは日本付近
で時速 1,300km です。さらに地球は太陽の周りを 1 年
かけて回っています。時速 11 万 km です。さらに太陽
自体が銀河系の中を数億年かけて回っています。時速
70 万 km です。さらに銀
河系が動いています。その
速さは時速210万kmです。
とてつもない速さです。
私たちはその動きを感じ
取れませんが、もしかした
ら私たちの身の回りのもの
や細胞の奥深くにあるもの
は、宇宙の影響を受けてい
るのかもしれません。

第一例会

L.石伊繁文

第二回ガバナー諮問委員会

L.井上、新企業を起されて早 5 年
との事です。便利屋さんイメージで

11 月 19 日、倉敷アイビースクエアにおいて、５R－１Z・２

は主に引っ越し業務関連に携わる仕

Z 第 2 回ガバナー諮問委委員会・第 1 回ゾーンレベル会員

事がメインとの認識でした。しか

員会が、藤井第二副地区ガバナーなど地区役員・委員 10

し、話を伺い多種多様で危険伴う仕

名、各クラブから会長など 36 名が出席して開催され、当ク

事も多く、L.井上社長自ら率先垂範

ラブからは莖田アラート委員、山本会長、森川第 1 副会長、

され資格も貪欲にチャレンジ取得、

藤井幹事が出席した。

ポジティブ思考社長と判断致しました。
小生も現役生活離れて来月末で 8 年経過となりますが、脳
裏に残っている言葉があります。当時のオーナーから組織のリ
ーダーとしての 1 番の役割とは何か？と質問を受けた事です。
それは人材育成が最も重要なんだとの教えでした。例えば 10
年以上前のデータですが、社員数 100 名以上の会社発足 100
社中 50 年以上継続している割合は 40％、そして 100 年間継

会議は、開会挨拶、出席者紹介、地区委員並びに委員の挨
拶に続き、第 2 回キャビネット会議報告、ガバナー諮問事項
に対する回答、ゾーンレベル会員員会からの報告などがあ
った。地区役員の挨拶、報告では、今期５R は 2,630 人で
スタートし、現在 77 人増、68 人退会、GMT のツールとし
て FWT の活用、アラート委員会の重要性・研修会の案内、

続出来る会社は 3.5％、すなわち 3 社～4 社のみが 100 年継続

今後の合同アクト等の案内があった。各クラブからの報告

出来ているという事です。多分現在もこのデータ数字は余り変

では、前期、今期とも例会の開催中止やアクト中止発表が相

化無しと思います。要するに社員啓発を心掛け人材育成を大切

次ぐとともにキャビネットが果たすべき役割を求める声もあ

に醸成している会社が生き残っているとの事でした。どうか人

った。

記：L.山本俊夫

材育成にも注ぐ事念頭に精進下さいませ。
次にライオンズ入会 5 年未満対象とした未来塾を 3 年振りに
開催します。折角異業種の方々との出会いの場が生まれ、今後
のライオンズ活動に併せ親睦目的で実施しています。5 年以上
のメンバー方々もどんどん参加頂ければ幸いです。御清聴あり
がとうございました。
第二例会

L.古和 肇

日本ではコロナ感染者数が急減
しワクチン接種率も G７の中で 1 番
になりました。感染者が急減した理
由としてはワクチンとコロナがコピー

10/14（木）19：00～第一回「ZOOM によるオンライ
ン PR・IT 委員会・座談会」を実施しました。会長および
いう見解があるようです。コロナが
PR・IT 委員会のメンバー8 名が参加しました。初めての
発生してもうすぐ 2 年になります
実施でしたので、どの様になるか多少不安ではありました
が、ウイルスは過去の歴史の中で何度も人類を脅かしていま
が、スムーズに開始でき、和気あいあいとした雰囲気のう
す。14 世紀にはヨーロッパでペスト、17 世紀には天然痘、19 ちに終了しました。色んな機能ができるようですが、まだ
世紀にはチフスやコレラ、近年ではスペイン風邪、エイズ、サー 挑戦途中ですのでこれから試行錯誤を繰り返し行う予定で
ズ、マーズなど色々なウイルスが発生し人命を奪っています。 す。今は PR・IT 委員会のメンバーのみですが、いずれ皆
今回の新型コロナウイルスも数年後には必ず歴史の教科書に 様にも参加していただけるよう、これから徐々に準備でき
ればと考えています。参加できそうな方は是非事務局まで
のる出来事だと思います。さてどんな形で載っているでしょう
か『2019 年、武漢で発生した新型コロナウイルスは瞬く内に世 ご連絡いただければと思います。また手順等わからない方
は PR・IT 委員または事務局までお問い合わせ頂ければい
界に広がり 500 万人以上の人命を奪った。しかし世界中の製
つでも対応致します。これからの新しい形を模索していき
薬会社がワクチン開発を競いわずか半年余りで完成させた。科
ます。なお、11/18（木）に第 2 回を実施しております。
学力で多くの人命を救い、経済を正常化させ発展させた』歴史
記：L.難波成美
の教科書にはそう載っていて欲しいものです。
エラーを起こし弱体化したのではと

■第 1523 回例会報告（2021.11.10）
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 66％
【幹事報告】
1．キャビネットより薬物乱用防止教育指導
員養成講座開催の案内がきております。
既に認定講師の方、
薬物乱用防止委員会の方
には別途案内をお送りします。
他の委員会の
メンバーの方でもご興味のある方は事務局
までお願いします。
2.キャビネットより第 68 回 336-B 地区年次
大会事務局開局の案内が届いて居ります。
本
年度は 2022 年 4 月 17 日(日)津山文化セン
ターで開催します。
3.11 月 19 日(金)18：30 から第 2 回ガバナ
ー諮問委員会・第 1 回ゾーンレベル会員委員
会が開催されます。山本会長・藤井幹事・森
川第一副会長・
（宮﨑第三副会長）が出席し
ます。
4.協力作家の先生にお花をお贈りしました。
・杉田修一 透明水彩画展 ギャラリー十
露にて 10/21㈭～25(月)
・小河原さん 郷土作家遺作 倉敷市立美
術館 11/9(火)～14(日)
5.12 月第一例会（12 月 1 日）に 2021 年度下
半期会費を集金いたします。
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。
本日納付書をお配りしましたのでお
持ち帰りください。

■第 1524 回例会報告（2021.11.17）

出席者 34 名
欠席者 24 名
純例会出席率 60%
メークアップ後出席率 76％
【幹事報告】
1．
キャビネットより第 68 回地区年次大会の
予備登録の案内が届いております。
各テーブ
ルに資料を配布しておりますので、
是非皆さ
んお誘いあわせの上ご参加ください。
参加頂
ける方はお名前をご記入下さい。4 月 17 日
(日)9：00～津山文化センターで開催されま
す。大会の登録料はクラブ負担です。
2.前回例会でもご連絡しましたが、12 月第
一例会（12 月 1 日）に 2021 年度下半期会費
を集金いたします。
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。

DONATION
《第 1523 回例会 11 月 10 日》

佐藤さん、瀬戸さん、中西さん、森田さん、
渡辺康さん、渡邉義さん。
●木曽さん(30 枚)
会報に記事を載せていただきました。

●高吉さん(100 枚)
報告が遅れましたが、新しいマンションで快適
に生活をエンジョイしています。本日お土産に
長野のおいしい「名月」のリンゴをお配りします
ので、皆さまお召し上がりください。

●井上さん(100 枚)
メンバースピーチでは沢山しゃべらせていただ
きありがとうございました。偶然にも明日 11 月
11 日は我が社の設立 5 周年です。とても良い思
い出が増えました。これからもよろしくお願い
します。

《第 1524 回例会 11 月 17 日》
●原淳さん（100 枚）
原淳二は原翔平にならして頂きました。大変若
返りました。顔を変えたいぐらいです。変えるの
は造作もないことですが、あまりにも恐れ多い
ので遠慮しました。

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
14 日(火)鬼ノ城 G.C

1 月 行事予定
12 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会(第 1527 回)

8:00～ゴルフ同好会

例会後～PR・IT 委員会

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)

19 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第二例会(第 1528 回)

2021 年
☆クリスマス家族例会予告☆
とき：12 月 15 日(水)18：00～
受付：17：30 より
ところ：倉敷国際ホテル
1 年振りの開催となります♪
感染対策を十分に行い、
楽しい企画と美味しいご馳走･･･
たくさんのプレゼント！
只今、計画･親睦委員会にて
計画中♪
どうぞお楽しみください☆彡

●11 月誕生祝（各 50 枚）
岡本さん、片山さん、松永さん。

●11 月結婚祝（各 50 枚）
岡本さん、大原さん、片山さん、金光さん、

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/

