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新年例会
2022（令和 4）年 1 月 12 日(水)倉敷国際ホテル 桜花の間

【活動記録】
倉敷ＬＣ

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

1 月12日 第一例会（第1527 回）
次期指名委員任命式

L.難波 敢

マイルストーン・シェブロンアワード L.小田圭一

地域と共に『 We Serve 』(

336－B 地区
スローガン

年男・年女インタビュー

)

閉会挨拶

L.松永みどり
L.上西孝道

1 月第一例会

L.山本俊夫

「自由・信頼・叡智のきずな」
今思えば、一昨年、昨年そし
て今年と２年間をゆうに超え
る悪夢のような期間を経験
し、いまだ覚めやらずとの思
いがしております。この時に
あって、大切なことは会員が
お互いに声を掛け合い、信頼
関係を確かめることだと考えます。
鎌倉時代（1232 年）に制定された貞永式目・御成敗式
目の第１条は神社の項目で、その中に、
「神は人の敬いに
より威を増し、人は神の徳により運を添う」との言葉があ
ります。神を、天と言い換えても良いかと思いますが、神
は、天は、敬えば敬うほどその神威、威力を増し、人は神
の、天の恵みで生きていると、言えるかと思います。
時代が生んだ条文ではありましょうが、今でも、神社の
印刷物によく掲載されており、
見かけられた方も多いかと
思います。
そしてこの言葉は、神と人との関係だけでなく、ライオ
ンズクラブとメンバーの関係、
或いはメンバー同志でも同
じことが言えます。
各会員がクラブを大切にするほどその
価値は上がり、クラブも応えてくれ、活動も一層有意義に
ものになると考えます。
現在、当クラブの活動は思うに任せなく、計画通り進ま
ない事態ではありますが、
会員相互の信頼関係が試されて
いる時でもあります。この時にあって、会員各位がお互い
に声を掛け合い、自由、信頼，叡智のきずなを確かめるこ
とが最も必要なことでもあります。
今期も残り３か月余り、
次期役員も決まる頃となりまし
た。その先には 65 周年式典が待っており、その準備も始
まっております。
今後とも、ライオンズ活動を通して、会員の交流、懇談
を楽しみ、そしてまた喜びとしたいと思います。

小川 京子

さん

昭和 33 年 11 月 21 日生まれ
小川洋一公認会計士事務所
こんにちは。家族会員として再入
会した小川京子と申します。趣味の
写真も 12 年になり、皆様には毎年開催する写真サークル倉
敷小町の展示会で大変お世話になっております。また、山陽
新聞さんの写真コンテストでは何回か掲載していただいたこ
とがあり、感謝しております。旅行も好きですが、カメラを持
ち歩いて街歩きする時間がもてない今はじっと我慢の時で
す。いい加減に終わってほしいですね、このコロナ。久しぶり
の復帰ですが、倉敷ライオンズクラブ認証 65 周年の戦力の
一人として頑張りますのでよろしくお願い致します。

1 月第一例会

一月第一例会で「マイルストーン・シャブロン・アワー
ド受賞者 小田圭一君」と呼ばれた時、大変驚きました。
伝統ある倉敷ライオンズクラブに入会し、皆さんに可愛
がって頂きましたが、何の功績もなく、ただ歳月を重ねた
だけの私に、こうした栄誉を与えて下さり、心より感謝申
し上げます。メンバーの皆様や既に卒業された諸先輩との
楽しい行事を思い出しつつ、日々感謝の念を深くしており
ます。
当日この賞を授与下さった山本会長は、私が松下政経塾生
の頃、倉敷で第一歩を踏み出した時、デスクをお借りした倉
敷商工会議所事務局の責任者でした。
倉敷での調査活動に一方ならぬ御協力を賜った山本会長は、
私の人生の大恩人の一人です。
これからも会長のもと、ライオンズクラブが発展すること
を念じ、お礼とさせて頂きます。ありがとうございました。

年男・年女インタビュー
寅年生まれの松永みどりさんにお聞きしました。
（新年はどのように迎えられた）
1 月第一例会
松永：1 日から国際ホテルでお仕事
させていただきました。振舞い酒
で、みなさん振袖を着られます。
日本の伝統文化を大切にしていた
だき本当にうれしいです。阿智神
社と黒住教会所に初詣いたしました。
（寅年に生まれて）
松永：わが家は 4 代寅年です。母、私、長男そして孫。
するどい爪をもっておりますが到底、ライオンにはかな
いません。みなさんのご指導をいただいて、良いライオ
ンになりたいと思います。豪の寅、寅の女は強いとよく
言われますが優しさを身に着けたいと思っております。
（今年の抱負は）
松永：コロナを通じて健
康管理の大切さを再認識で
きました。自分の体も大切
な人の体も守って元気でい
きたいと思っています。今
年の抱負は元気が一番。優
しい心を忘れずにライオン
で頑張ります。
聞き手、記 Ｌ.森田宗一郎

未来塾～つづき～

閉 会 挨 拶
第一例会

L.上西孝道

新年はじめの閉会
挨拶をいただきまし
た。昭和 47 年頃、倉
敷川に白鳥を放した
ものの、大変汚れて
いると問題になって
いた。ヘドロを取り
除き、玉石を敷いて流れ込む新田用水も清掃、また水冷式
であった市庁舎（現在は図書館など）の冷房使用後の地下
水を引水するなどで浄化できた。三方をコンクリートにす
るという案もあったが景観を損ねると反対して正解だった
と当時のご苦労を話されました。最後に認知症のない青春

今回は 1 月会報で載せきれなかったお話しをたっぷり掲載し
ます！まず、会員理事の石伊委員長に 11 月 26 日開催された未
来塾についてお言葉を頂きました。
未来塾とは、倉敷ライオンズ
クラブ活動によって異業種の方
々との出会いの場を大切に親睦
を深める事を第一目的とし発足
しています。
GLT 会員・出席・指導力委
員会メンバーが担当と恒例化
にしております。今年もコロナ禍状況下ではありますが、2 年
ぶりに開催いたしました。
基本対象メンバーは入会 5 年未満とし、今年度は 13 名が対
象メンバーのうち、5 名が参加されました。
山本会長の挨拶から始まり、討議次第となり、ライオンズク

を皆さんと共に We Serve に務めたいと元気なローアで

ラブの意図の説明、そして当クラブ設立からの歴史をＤＶＤ鑑

会を締めくくりました。

賞にて理解いただき、また例会でのライオンズ用語について説

昨年末、L.上西孝道(南明山
東雲院名誉住職)は僧侶の最高

明し、独特の用語を少しでも理解頂けたと確認します。
続いて会食を交えての忌憚な意見、質疑時間に・・・。

位である大僧正になられまし

岡ライオンによる説得力とユーモアを交えた解説にて愉しい融

た。大僧正は中国で創始さ

合時間が過ぎ去りました。

れ、日本では推古 32 (624)
年に初めてこの制度が用いら
れた。現在でも各宗派の僧侶
の最高位の名称となってい
る。

記 Ｌ.森田宗一郎

2022 年 1 月 14 日～19 日に大原美術館がライトアップされ
ました！約 7 分間、倉敷の四季をイメージした色合いが繰り
返されます。
第一例会にて森川さんよりご紹介いただきました。皆様、ご覧
いただけましたでしょうか・

是非次回も参加したいと若い方々メンバーからの発言を耳に
し嬉しく思い、次回を楽しみに散会いたしました。
記：L.石伊繁文
つづきまして、未来塾に参加いただいた原副市長が話された
自慢話をどうぞ！

懐かしい映像を目にして、自慢話を一つ。
昔、新渓園の改修工事の担当でした。新渓園の屋根の瓦
は全部保存し、倉敷の文化を残さなければと思い、周りに
迷惑をかけましたが、今酒津公園の噴水に配置されている
瓦がまさにそうです。また、長いのべ石がありますが、あ
れも大原家の財産です。いつまで置いておくんだと上司に
お叱りも受けましたが、今やそれが倉敷の自慢となり、い
ろんな縁を感じられています。
倉敷ライオンズクラブには、青陵高校卓球部の先輩後輩
がいてとても嬉しいです。クラブ活動も、楽しませていた
だくことが We Serve の精神ではと思っています。これから
もよろしくお願いします。

1 月いつまでもお幸せに
1 月誕生祝い

■第 1527 回例会報告（2022.1.12）
出席者 41 名
欠席者 18 名
純例会出席率 69%
メークアップ後出席率 73％
【承認事項】
1.ファジアーノ岡山サポーティングパート
ナーについて、本年度もブロンズ会員とし
て継続し、￥55.000-の会費をお支払いしま
す。2.クリスマス家族例会の収支報告が承
認されました。家族会補助費から
￥540.676-使用しました。
【幹事報告】
1．事務局の契約駐車場が 3 月より変更にな
ります。事務局にお越しの際は、ご注意下さ
い。詳しくは事務局までお問い合わせくださ
い。2.本日再入会の小川京子さんには、計画
親睦委員会と社会アクト委員会に所属して
いただきます。3.ライオンズ 5R ゾーン再編
成について
1Z3 クラブ、2Z6 クラブでゾーンを 1 つに 9
クラブにとのことです。クラブとしてはガバ
ナー専決事項と認識していると伝えており
ます。4. 5R ライオンズ手帳について、倉敷
ライオンズ本年度も単独作成となりました。
5.5R ZC 杯親善ボウリング大会の案内が来
ております。FAX にてご連絡致しますので、
たくさんのご参加お待ちしております。→中
止
※3 月 3 日(木)書面承認・幹事報告を実施
【承認事項】
1. 花見例会の会費について
2022 年 4 月 6 日(水)花見例会を開催予定。
例年通り当日会費￥7.000 で承認願います。
2. 事務局 固定電話の契約変更について、
現在事務局の固定電話は NTT の ADSL で、近
いうちにADSLは使用できなくなるとの事で、
倉敷ケーブルテレビ(KCT)に固定電話光回線
の見積もりを依頼しました。
(インターネットもKCT光を使用中)現在より
月額も 4000 円ほど安くなり、追加工事
も必要ないので、固定電話を KCT 光に変更し
たいと思います。
【幹事報告】
1. 山陽新聞の森田宗一郎さんの交代会員に
ついて。3 月 1 日を以って山陽新聞社の森田
さんが転勤されます。交代に浅野修也さんが
入会されます。入会式は 16 日(水)に執り行
う予定です。また内規に基づき、森田さんに
お餞別をお贈りしました。

DONATION
《第 1527 回例会 1 月 12 日》
●誕生祝（各 50 枚）
金光さん、藤井孝さん、原淳さん、
吉田さん、田村さん、川崎さん、
長谷川さん。
●いつまでもお幸せに（各 50 枚）
小野鈴さん、木曽さん、宮田さん、

村山さん。

●上西さん(300 枚)

【クリスマス家族例会ドネーション】
●武居さん(70 枚)･･･会長賞
●金光さん(30 枚)･･･前会長賞
●中原さん(30 枚)･･･周年大会実行委員長賞
中原さん(80 枚)･･･青少年育成委員長賞
中原さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
中原さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
●高吉さん(30 枚)･･･周年大会実行副委員長賞
●森川さん(30 枚)･･･周年大会実行副委員長賞
森川さん(10 枚)･･･みのりや賞
●村山さん(30 枚)･･･周年大会実行副委員長賞
●中井さん(50 枚)･･･周年大会幹事賞
●原淳さん(30 枚)･･･永田司法書士事務所賞
原淳さん(30 枚)･･･倉敷レーザー賞
原淳さん(10 枚)･･･木曽賞
原淳さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
原淳さん(10 枚)･･･りんご
原淳さん(10 枚)･･･メロン
●藤原さん(10 枚)･･･大原美術館賞
藤原さん(10 枚)･･･OHK 賞
藤原さん(10 枚)･･･りんご
●松永さん(20 枚)･･･二葉写真館賞
●小野更さん(20 枚)･･･二葉写真館賞
●小野鈴さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
●木曽さん(50 枚)･･･倉敷国際ホテル賞
木曽さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
●難波敢さん(50 枚)･･･倉敷国際ホテル賞
難波敢さん(10 枚)･･･浜吉賞
難波敢さん(10 枚)･･･難波ナーセリー賞
●清野さん(10 枚)･･･みのりや賞
●岡さん(30 枚)･･･スカイホーム賞
岡さん(10 枚)･･･りんご
●難波成さん(10 枚)･･･足立賞
●森田さん(10 枚)･･･足立賞
●宮本さん(10 枚)･･･浜吉賞
●竹森さん(10 枚)･･･浜吉賞
竹森さん(10 枚)･･･難波ナーセリー賞
●小山さん(10 枚)･･･難波ナーセリー賞
●岡本さん(10 枚)･･･難波ナーセリー賞
●室山さん(10 枚)･･･難波ナーセリー賞
●上西さん(10 枚)･･･木曽賞
上西さん(10 枚)･･･りんご
●小川さん(10 枚)･･･木曽賞
小川さん(10 枚)･･･りんご
●西原さん(70 枚)･･･小野ファミリー賞
●宮﨑さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
●藤井徹さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
●川崎さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
●永田さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
●古和さん(10 枚)･･･鎌倉紅屋
古和さん(10 枚)･･･りんご
●足立さん(10 枚)･･･りんご
●石伊さん(10 枚)･･･りんご
●渡辺さん(10 枚)･･･りんご

昨年末、大僧正に昇進、皆さまからお祝い
やお祝いのお言葉を頂戴し感謝に堪えませ
ん。これからはその地位に安住し、奉仕や
福祉向上のため頑張る所存です。今度とも
一層のご交諠を賜ります様にお願いいたし
ます。
●難波成さん(50 枚)
明けましておめでとうございます。
1 月号の会報ですが、11 月 26 日に開催され
た未来塾の紙面が皆様のお陰でとても有意
義なページとなっております。実はまだ書
ききれていない逸話があります。石伊塾長
のコメント、原副市長の自慢話、アクト音
楽事業の始まりと繋がり、岡さんも知らな
かった倉敷川の白鳥の由来は、後日上西先
生が教えてくれます。続きを次号でまた紹
介しようと思っております。乞うご期待
を！

3 月 行事予定
2 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会(第 1528 回)
→中止
16 日(水)倉敷国際ホテル
17:30～理事会
18:30～第二例会(第 1528 回)

4 月 行事予定
6 日(水)倉敷国際ホテル
18:30～第一例会花見例会
(第 1529 回)
例会前～PR・IT 委員会
17 日(日)津山文化センター
336B 地区年次大会
20 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第二例会(第 1530 回)

●全メンバー(各 10 枚)
あけましておめでとうございます

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/

