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会長
山本俊夫
「会長退任にあたって」
この２年間、片時も倉敷ライオンズ
クラブのことが頭から離れませんでし
た。当然のことながら仕事のことも重
なり、ときにはハムレットの名言に想
いを寄せ、また或ときは平重盛の名句
に酔ったものです。
それもそのはず、人類共通の厄災となったコロナに立ち向
かい、跳ね返されてきたためでもあります。
会長就任時にもその兆しは見えていました。そのためのク
ラブスローガンを設定しましたが、さて、その結果はと言う
と、はなはだ疑問が残ります。２期目に至るも端緒は見えつ
つも大きな前進には至りませんでした。
他の団体やクラブの動向を仄聞するにつけ、危機に遭って
の組織の在り方を考えさせられた２年間でもありました。
そうした中でしたが、クラブの組織固めに、或いは運営に
心を砕いて下さり、また、教えを請うと快く受け止めて下さ
ったメンバーのお陰で次の期に引き継ぐことが出来ましたこ
とを、改めまして感謝し、心から厚くお礼を申しあげます。
皆様、ありがとうございました。
幹事
藤井徹海
山本会長の下に幹事を拝命し、もう
2 年が過ぎようとしています。
コロナ感染症に翻弄され例会はもと
より理事会や委員会、そして本来ライ
オンズクラブとして行うべき数々のア
クトも満足にできないまま退任の挨拶
をする事となり歯痒い思いでおりま
す。またロシアによるウクライナへの
軍事侵攻など心が痛む報道が連日繰り返されています。そん
な中にあってクラブとして、コロナ禍での医療従事者へ心を
寄せた企画立案や、ウクライナへの人道支援の義援募金活動
などメンバ－の熱い思いを目の当たりにして私なりにライオ
ンズクラブへの理解を深めることが出来たと思っておりま
す。
改めまして山本会長をはじめメンバ－の皆様にはご指導や
ご協力を賜りました事、心よりお礼申し上げます。次年度は
小川大会実行委員長の下、倉敷ライオンズクラブ認証 65 周
年記念式典や記念事業と華やかな年になりそうです。
また中井会長の下、奉仕の理想に集ったみんなで精力的に
社会奉仕活動に取り組めることを祈念し退任の挨拶といたし
ます。

会計
古和
肇
この度、2 年間務めさせて頂いた
会計の任期を無事終え退任すること
になりました。こうして退任のご挨
拶が出来る事は、会長幹事をはじめ
会員の皆様方のおかげと心より感謝
申し上げます。当初、会計という役
が 3 役であるということも知らず、
どんな事をすればいいのか不安の中からのスタートでした。
そして、しばらくするとコロナウイルスの蔓延により、クラ
ブは休会が続き委員会や行事は中止。やっと始まったかと思
えばまた休会で会長、幹事は大変だったと思います。3 役と
して理事会に参加させて頂き貴重な経験をすることができま
した。今後のライオンズ活動に活かせればと思います。今後
ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
5R アラート委員
莖田信之
地区委員であるアラート委員を 1
年間務めてまいりました。近年、
様々な災害が起きています。災害が
起きれば、クラブとして支援活動を
行ったり、物資や支援金を送るなど
が考えられます。
この 1 年間のアラート委員会の活動としては、各クラブが
支援活動を行うために、各クラブに対し、アラート委員長等
の選任をお願いし、支援体制の強化のためにアラートメンバ
ーを募集しました。また令和３年１０月には私も同席させて
頂きました倉敷市社会福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を締結し、アラート委員会では倉敷
市のほかにも、岡山市、鳥取市、津山市、真庭市及び美作市
の社会福祉協議会とも協定を締結しました。残念ながら、ア
ラートセミナーは開催できませんでしたが、今後も、アラー
トに対する理解促進のための活動が継続されます。
７月から９月に多くの災害が発生していることから、災害
に対応できるようアラート委員の任期が半年間延長し、次期
アラート委員と半年間重複することになりました。アラート
委員会がより継続的な活動を行い、そして引継を行うための
ものです。残り半年間、引き続き、クラブが災害時に対応で
きるよう関わっていきたいと思います。

5R-1Z・2Z ZC 杯親善ゴルフ大会
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石伊繁文
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宮﨑昭郎
室山晃一
長谷川正興
大原秀之

★2016 年以来の団体優勝となりました★
ゴルフ同好会では随時メンバーを募集しております。お気
軽にご参加下さい♪

5 月第一例会

「春を感じる」

5 月第一例会

～謙受譚～
４月、山吹の花が
咲くころ、毎年思う
歌、故事がある。今
年はもう時期を外れ
たが、例年の如くで
あった。
室町時代、江戸城
を築城した武将に太
田道灌がいる。その

太田道灌があるとき狩りに出かけたところ、あいにく雨に遭
でみや

った。困った道灌は、あたりを見回すと一軒のあばら家があ

ただ よ し

出宮 直世志

り、娘がいたので声を掛けた。
“突然に雨で難渋しておる。
すまぬが雨具、蓑をなんぞ貸してくれぬか”と。

さん

1972 年 1 月 12 日生まれ

娘は、何も言わず山吹を一枝差し出すのみである。ものも

大和ハウス工業株式会社

言わぬ娘に、怒った道灌ではあるが、仕方なく立ち去った。

岡山支社 支社長

帰城して家人にことの顛末を話すと、家人は、それは古歌に

関西大学 法学部 法律学科 卒業

「七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに なき

スポンサー：永田妙子

ぞ悲しき」という古歌がある。娘は、
「実がならない」と
「蓑の一つもない」を掛けて応えたのであって、我が家は貧
しくて蓑がないのです、と応えたのだと話してくれた。
自分の無知に恥じ入った道灌は、その後和歌の道にも励
み、和歌でも名を成したとのことである。

この度は歴史と伝統ある倉敷ライオンズクラブへの入会を
ご承認いただき、誠に有り難うございます。倉敷市は出宮姓
が全国で一番多い地域で私自身非常に親近感を抱いておりま
す。これから倉敷の歴史を勉強し、多くの文化・人々に触れ

ひと昔前までは誰もが知る逸話である。この逸話を知って

早く倉敷の一員になれるよう頑張ってまいります。また個人

いても、知らなくても日常生活には何の支障もない。しかし

的には倉敷の美味しいお店巡りをしていきたいと思っており

ながら、春を迎える心に豊かさと、日本の文化の奥深さを覚

ます。

えることは確かである。

若輩者ではございますが、人と人との繋がりを結ぶ「縁」

こうして日本の文化が後世に引き継がれてゆくことを願っ
ている。

を大切にし、クラブの活動を通じ地域の皆様のお役に立てる
よう精進してまいりますので今後ともご指導ご鞭撻のほど宜
しくお願い申し上げます。

5 月第二例会

RSK ホールディングスの宮﨑昭郎さんが 6 月末をもって
退会されます。約 5 年 10 か月、大変お世話になりました。

マイルストーン・シェプロンアワード表彰
原淳二さんが入会 35 周年を迎えました。おめでとう
ございます。益々おしゃれで元気な原さんで居てくださ
いね！！
5 月第二例会

■ 第 1531 回会報告
（2022.5.11）
出席者 38 名欠席者 21 名
純例会出席率 64%
メークアップ後出席率 73%

【承認事項】
1.次期幹事予定者でした渡辺康晴さんが、体調
不良により急遽辞任することとなりました。代
わりに石伊繁文さんが次期幹事予定者になり、
それに伴い、認証 65 周年記念式典組織も変更
になりました。大会実行副委員長 石伊繁文さ
ん→松本晃良さん、沼津委員会委員長 中井大
介さん→木曽昭光さん、沼津委員会副委員長
渡辺康晴さん→小川京子さんです。持ち回り理
事会にて承認されました。例会での承認をお願
いします。

【幹事報告】
1.本日入会の出宮(でみや)さんは計画親睦委
員会と青少年育成・YE 委員会に所属して頂きま
す。2.クラブ手帳の個人ページの校正をお願い
しております。まだの方は本日受付で確認して
お帰り下さい。3.先日行われました年次大会代
議員総会で、
5R-1Z と 2Z の合併が承認されまし
た。
来期より5R-1Z 9 クラブとして活動します。
ZC は新倉敷 LC の武田賢治さんの予定です。
4.5 月 18 日(水) 5R-1Z/2Z ZC 杯親善ゴルフ
大会が開催されます。当クラブより 8 名が参加
予定です。5.5 月 22 日㈰広島国際会議場にて
336 複合地区年次大会が開催されます。当クラ
ブより、松本さんと石伊さんが参加されます。
6.5 月第二例会は第 4 週目の 5/25(水)18：30～
の夜例会です。お間違いなきようお願いします。

■ 第 1532 回例会報告
（2022.5.25）
出席者 35 名欠席者 24 名
純例会出席率 59%
メークアップ後出席率 59%

【承認事項】
1.花見例会の収支報告が理事会にて承認され
ました。家族会等補助費より 69,180 円の拠出
となりました。ご承認をお願い致します。
2.次期食費・会費について
現行昼例会 2662 円→2904 円、夜例会 3000 円
→3242 円に値上げさせて頂きます。
年会費は昨
年同様とし、値上げはしません。ご承認をお願
い致します。

【幹事報告】
1.松永さんが入院されました。内規によりお見
舞いをお贈りします。2.5 月 27 日(金)第 4 回
ガバナー諮問委員会がアイビースクエアにて
開催されます。当クラブより山本会長、藤井幹
事、5R アラート委員莖田さん、次期中井会長、
次期石伊幹事、次期 5R GMT/FWT 委員 小田さん
が出席されます。3.Web 会議用の器材の購入が
予算内で理事会にて承認されました。カメラ内
蔵USBスピーカーフォンとプロジェクターです。
委員会等でも使用可能なものですので必要な
際は事務局までお問い合わせください。4.6 月
第一例会は 1 日(水)12：15～になります。明日
例会通知を流しますので、お間違いなきようお
願いいたします。

DONATION
《第 1531 回例会 5 月 11 日》
●誕生祝（各 50 枚）
古和さん、清野さん、難波敢さん、
難波成さん、
松本さん、山本さん、渡邊義さん。
●結婚祝（各 50 枚）
井上さん、古和さん、坂本さん、田村さん、
中井さん、中原さん、藤原京さん、室山さん。
●石伊さん（100 枚）
本日入会された大和ハウス出宮様！会員皆さ
まどうか9代目としての出宮様を後押し宜しく
お願い致します。
●永田さん（100 枚）
出宮さん、本日はご入会おめでとうございます。
大和ハウス工業様との古く永いお付き合いを
続けて頂けること、とてもありがたく思ってお
ります。本日は出席できず、誠に残念で申し訳
なく思っております。皆様出宮さんを宜しくお
願い致します。
●中原さん（30 枚）
4 月 21 日真備ふれあいセンターに「お酒本舗」
がプレ・オープン致しました。女子会メンバー
皆様から綺麗なお花を頂き、元気が出ました！
ありがとうございました！
●中原さん（50 枚）
5 月 8 日結婚記念日にダイワハウス、ロイヤル
ホテル土佐へクリスマス例会の大当たり！ス
イートルームへ泊り、牧野植物園・龍河洞・高
知城天守閣も上り、合計 3 万歩以上の運動も出
来ました。
●長谷川さん（現金 10.000 円）
子会社 長谷川商事が鳥取県境港支店を開設
しました。
●小川京さん（20 枚）
5 月 17 日より倉敷市立美術館にて写真展を開
催します。84 点の力作が展示されます。ぜひ観
にいらしてください。

6 月 行事
1 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会(第 1533 回)
13:30～次期 PR･IT 委員会
周年沼津委員会
周年セレモニー委員会
2 日(木)18:30～倉敷国際ホテル
周年大会実行委員会
4 日(土)14:00～杜の街グレース
次期三役研修会
15 日(水) 倉敷国際ホテル
12:15～第二例会(第 1534 回)
13:30～次期薬物乱用防止委員会
18:30～新旧理事会
21 日(火)18:30～倉敷物語館
次期社会アクト委員会
8:30～ゴルフ同好会例会
22 日(水)18:30～倉敷物語館

《第 1532 回例会 5 月 25 日》
●石伊さん・藤井孝さん（各 50 枚）
先日 5 月 18 日 5R ゾーン・チェアパーソン杯ゴ
ルフ大会にて 2 位、3 位と入賞し、6 年ぶりの
総合優勝に役立てました！
●石伊さん、大原さん、岡本さん、難波敢さん、
長谷川さん、藤井孝さん、宮﨑さん、室山さん
（各 20 枚）
5 月 18 日。ゾーン・チェアパーソン杯で倉敷ク
ラブが優勝しました。久しぶりです。8 人で 160
枚！！
●木曽さん（現金 5.000 円）
ライオンズ LCIF 表彰ピンをいただきました。
また 12 月クリスマス例会で当選したディナー
券で 5 月 11 日夜、妻と二人でディナーを楽し
みました。

次期計画親睦委員会
23 日(木)18:30～倉敷物語館
次期青少年・YE 委員会
24 日(金)18:30～アイビースクエア
5R 次期会長・幹事会
28 日(火)18:00～倉敷国際ホテル
準備理事会･次期正副委員長会
7 月 行事予定
6 日(水)12:15～倉敷国際ホテル
第一例会(第 1535 回)
20 日(水)12:15～倉敷国際ホテル
第二例会(第 1536 回)
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