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～ 決意も新たに ～ 

次期役員任命式 令和4年6月15日(水) 倉敷国際ホテル 

 

  

We rock! We go! We serve !!(
倉 敷 Ｌ Ｃ  

スローガン ) 
 

地域に寄り添い 未来に繋げる新たな挑戦(
336－B地区  

スローガン ) 
 

【活動記録】 

6月1日第一例会（第1533回） 

ニューメンバスピーチ  L.浅野修也 

閉会挨拶       L.清野文昭 

 

6月15日第二例会（第1534回） 

新役員任命式 

ニューメンバスピーチ   L.出宮直世志 

閉会挨拶       L.難波 敢 

 



        

 

会 長  中 井 大 介 

認証65周年を記念する栄えある年に

会長として選出していただき、自分の与

えられた立場について、畏れを抱きつつ

も誠実に受け止めていきたいと思ってい

ます。これまでに倉敷ライオンズクラブ

が創造してきた遺産は、今もこの文化都

市倉敷に息づいています。この遺産は目

に見えて遺るものもあれば、目に見えぬとも生きて働くもの

もあります。前者は倉敷旧市街を中心として各地に遺る記念

事業跡であり、後者は益者三友（友人として励みになる三種

の人々、正直・誠実・博識な人との交流）を基とするライオ

ンズ人脈です。クラブメンバーのお一人お一人の存在を山に

例えると、そこに裾野が広がります。そして、山々が連なっ

て山脈になれば、その裾野は限りなく広がります。倉敷ライ

オンズクラブは、山の高さを誇るのではなく、裾野に拡がる

平野の広さを誇るつながりでありたいと願っています。「我

ら」クラブメンバーのみなさんとのつながりが「奉仕する」

活動を通して、諒友（りょうゆう・真実の友人）となり、諒

友同志だから創り得る良質な文化を、倉敷のみなさんと一緒

に日々の中で楽しく味わっていきたいと思っています。一年

間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

幹 事  石 伊 繁 文 

今期、幹事職を唐突に指名受け、戸惑

いを隠せませんでした。今年度は節目の

年度でもあり、大役と重責に身の引き締

まる思いで一杯です。 

336-B地区会員数は5年前より約300

名減の2600名前後と減少傾向に成り、

5Rゾーンも1ゾーンに組織変更を余儀無くされました。組織

の活力が最大の課題と察します。コロナ禍にて沈滞ムードが

漂う中、活性化が求められます。ポジティブ思考の若さ溢れ

る中井会長を迎え、精一杯会長サポートに誠心誠意努める覚

悟です。まず、例会時は、会員方々と触れ合う瞬間を大切

に、明るい雰囲気作りを心掛けたく思います。 

健康管理に配慮した例会を念頭に、どうか会員皆様方の御

支援、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

会 計 難 波 成 美 

 今年度、会計の大役を拝命致しました。

会計はクラブの3役であり、職務の責任

と重要さを痛感し始め、初めての大役に身

の引き締まる思いです。長老のL.上西か

らご教授いただいた「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」の名言を心にこ

の役職を全うできればと思っています。目に見えない倉敷ラ

イオンズクラブの精神と絆を大切に頑張ります。一年間よろ

しくお願い致します。 

 

 

第一副会長  松 本 晃 良 

 この度、第一副会長を務めることと

なりました。十一年前にも第一副会長

を仰せつかり今回が二度目の就任とな

ります。前回、働きが悪かったのでも

う一度やれ、ということになったのか

どうかは分かりませんが、今回は全力

で職務にあたり三回目はないように頑

張りたいと思います。という冗談はさておき、今期は周年の

行事もあり会長は重責を担うこととなります。それゆえ、会

長よりライオンズ歴の長い私に、会長を支えろということだ

と理解し、孤軍奮闘する所存でございます。また周年の実行

副委員長も急遽仰せつかり、私にとって何かと忙しい期にな

りそうです。「コロナ」も終息を見せ始めているように感じま

すが、まだ先の見通しがつき辛く計画を立てにくい状況にあ

ります。皆様方のご協力、そしてご指導ご鞭撻、よろしくお

願い致します。 

第二副会長  河 田 育 康 

 今年度、第二副会長の大役を仰せつか

りました倉敷まちづくり株式会社の河田

です。 

初めてのことですから中井会長、石伊幹

事をはじめクラブの皆様の御指導のもと

責務を果たすべく努力して参ります。 

 担当は、ＰＲ・ⅠＴ委員会、青少年育

成・ＹE委員会に携わることになりました。どちらも初めて

の事ですが、浅野委員長、武居委員長をはじめ各副委員長・

委員の皆様のご協力を得て、まだコロナ禍が収まらない中で

すが、楽しい会にしていきたいと思います。 

 何卒ご指導とご協力ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

第三副会長  井上きよみ 

 今年度、第三副会長を仰せつかりま

した。初めての大役で身の引き締まる

思いです。社会アクト委員会、アイヘ

ルス・薬物乱用防止委員会が担当とな

ります。 

やっとコロナ禍から抜け出しつつあ

り、今こそライオンズクラブの「We 

serve 」の精神が、地域の皆様に希望と笑顔を届けられると

信じております。 

素晴らしい伝統と実績を持つ「現代工芸秀作展」「ちびっこフ

ェスティバル」を再起動し、さらなる発展につなげられるよ

う、中井会長のもと、メンバー皆様のお力添えとご指導を仰

ぎつつ、職務を果たしていく

所存でございます。何とぞご

指導、ご鞭撻のほど、よろし

くお願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

5RGMT/FWT委員  小 田 圭 一 

 この度GMT/FWT委員として地区に

出して頂く事になり、大変責任を感じて

おります。 

 早速倉敷アイビースクエア、また岡山

シティホテルでの会議に出席させて頂き

ました。遠く鳥取県や県北からの委員も

参加されておられ、ライオンズクラブの

広がりや、ネットワークについて改めて感心致しました。 

 私のお役目は、会員拡大やクラブ数の増強についてです。 

各クラブから参加されている方と意見交換させて頂きました

が、時代の流れもあり、どこも苦労しておられる課題のよう

です。 

 しかし、様々な工夫や効率化を図り、新たなチャレンジを

されているクラブも有り、とても参考になりました。また、

若手のメンバーが積極的に楽しんでクラブ活動を展開されて

おられる姿にも接し、今後の当クラブの運営にも生かして参

りたいものと感じました。 

 日々勉強させて頂きます。今後とも御指導を、よろしくお

願い致します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ニューメンバースピーチとして、山陽新聞の話をさせてい

ただきます。 

山陽新聞の基本理念は「地域とともに」ですが、創刊号には

既にその理念が明記され、まさに地域の読者の方々に育てて

いただきました。新聞紙面では地域の話題のほかに読者参加

の紙面も大切にしています。読者からの投稿「ちまた」や「読者

の写真コンテスト」などです。また、地域のイベントも自治体と

協働で開催しています。倉敷市では、日本画の展覧会「春の

院展」や、ゴールデンウィークの「ハートランド倉敷」などです。 

昨今、新聞などのメディア環境は激変しています。若い人

が新聞を読まなくなったといわれて久しいですが、ネット上の

ニュースには新聞記者が取材したものが数多くあります。一

方で、SNS などでは誹謗中傷や不確かな情報が多く見受け

られます。我々は、情報があふれている今だからこそ、皆様

の暮らしや仕事の参考となる確かな情報をお届けできるよう

に日々取り組んでいます。 

最後になりますが、当クラブでも早くお役に立てるよう頑張

りますので、引き続きご指導よろしくお願いいたします。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新ガバナー紹介 

2022～2023年度 
336-B地区 

西尾
に し お

 愼一
しんいち

 ガバナー 

（鳥取ＬＣ） 
 
 

ガバナー方針 
地区アクティビティ・スローガン 

『 地域に寄り添い 未来に繋げる新たな挑戦 』 
地区ガバナー・スローガン 

『調和と融合 明るく・楽しく・元気よく』 

 

6月第一例会 

 

 

L.岡荘一郎が 2020 東京オリンピックの聖火リレーで

実際に使用されたトーチを、例会場にて披露くださいま

した。出席メンバー全員手に取り、写真を撮ったり、ポ

ーズを決めたり、滅多に触れる事の出来ない貴重な品に

直接触れさせていただきました。 

 第65期最後の例会に相応 

しい、華のある例会となり 

ました。 

L.浅野修也 

6月第一例会 

 L.清野文昭 

L.難波 敢 

6月第二例会 

 



 

■第1533回例会報告（2022.6.1）     

出席者42名    欠席者17名   

純例会出席率71%  

メークアップ後出席率78％ 

【幹事報告】 

1．6/2(木)18：00～倉敷国際ホテルにて認証

65周年実行委員会が開催されます。 

2.6/4(土)14：00～次期3役研修会が開催さ

れ、当クラブより次期会長中井さん、次期会

計難波さんが出席されます。 

3.再度のご案内となりますが、次期はクラブ

の通常委員会と、11 月 3 日に開催されます

認証65周年記念式典の委員会とがあります。

受付に組織表を置いておりますので、必要な

方はお持ち帰り頂き、どこの委員会に所属し

ているのか確認をお願い致します。 

4.年度末が近づいて参りました。ファイン・

ドネーションの未収金清算にご協力をお願

いします。 

 

■第1534回例会報告（2022.6.15） 

出席者42名    欠席者17名   

純例会出席率71%  

メークアップ後出席率78％ 

【幹事報告】 

1．本日6/15(水)18：00～倉敷国際ホテルに

て新旧理事会が開催されます。 

2.6/24(金)18：30～5R 次期会長・幹事会が

開催されます。当クラブより次期中井会長さ

ん、次期石伊幹事さんが出席されます。 

3.年度末が近づいて参りました。ファイン・

ドネーションの未収金清算にご協力をお願

いします。 

4.皆様に回覧しておりますが、5R 真備町水

害対策本部より会計の報告が届いておりま

す。LCIF よりの交付金と合わせて、真備町

に防災標識、防災碑、防災コミュニティハウ

スを建設しました。5R 真備町水害対策本部

の残金1.869.324円は、次期5R ZCを筆頭

に、今後どのような形で使用していくか検討

していくこととなりました。ご報告させてい

ただきます。 

5.6/28(火)18：00～倉敷国際ホテルにて準備

理事会・次期正副委員長会が開催されます。 

6.本日次期上半期の会費納入書をお配りい

たしました。集金日は 7 月 20(水)第二例会

です。 

 

DONATION 

《第1533回例会 6月1日》 
 

●誕生祝（各50枚） 
上西さん、小川洋さん、梶谷さん、 
中西さん、三村さん、藤波さん、宮本さん。 
 
●いつまでもお幸せに（各50枚） 
原さん、西原さん。 
 

●松永さん(50枚) 
ライオンズの皆さまお見舞いをありがとうござ

いました。美容整形をして美しくなりました。手

術のおかげで百獣の王、ライオンの様に強靭な 

足になりました。もっともっとライオンズの為

に走り回りますので、今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

《第1534回例会 6月15日》 
●永田さん(100枚)  

山本会長、2年間本当にお疲れさまでした。コロ

ナ禍で大変御苦労されたことと思います。あり

がとうございました。これからもお元気でご活

躍ください。 

 

●永田さん(50枚) 
皆さま、御見舞いをいただきありがとうござい

ました。無事に退院し、ぼちぼち歩いて頑張っ

ております。また例会でお会いできるのを楽し

みにしております。今後ともよろしくお願いい

たします。 

 

●宮田さん(50枚) 
6月11日の総会をもって、岡山県看護協会会長

の任期を終了しました。在職中は、応援しお支え

頂きまして誠に有難うございました。今後は倉

敷成人病センター顧問として勤めて参りますの

で、どうぞよろしくお願い致します。 

 

●小川京さん(20枚) 
写真展にてウクライナ人道支援募金をしました。

倉敷市へ渡したことを山陽新聞に載せていただ

きました。少額にもかかわらず記事にして下さ

り、ありがとうございました。 

 

●高吉さん(30枚) 
山本会長、倉敷ナンバープレートにご尽力いた

だきありがとうございました。 

 

●女子会一同(各10枚) 
井上さん、大月さん、小野鈴さん、小川京さん、 

中原さん、永田さん、難波成さん、野上さん、 

藤原さん、松永さん、三宅さん、宮田さん。 

山本会長、コロナ禍の波乱の2年間、会長として

の任を無事に勤められたことに感謝しておりま

す。本当にお疲れさまでした。 

 

●岡さん(現金10.000円) 
山本会長、藤井幹事、2 年間お疲れさまでした。

ありがとうございました。 

 

●難波敢さん(現金10.000円) 
山本会長、藤井幹事、2年間ご苦労様でした。心

より感謝申し上げます。 

 

●山本さん(現金5.000円) 
来月からは居心地の良い椅子に座れます。2年間

ありがとうございました。 

 

 

倉敷ライオンズクラブ発行 

会  長：中井大介 幹  事：石伊繁文  PR・IT委員長：浅野修也  

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/ 

8月 行事予定 

3日(水)倉敷国際ホテル 

  18:30～ビア・バーベキュー例会 

(第1537回) 

17日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第二例会(第1538回) 

18日(木)倉敷アイビースクエア 

  17:00～ガバナー諮問委員会 

  19:00～公式訪問 

 

7月 行事予定 

6日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第一例会(第1535回) 

  例会後～PR・IT委員会 

  例会後～周年沼津委員会 

20日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第二例会(第1536回) 

26日(火)鬼ノ城G.C. 

  8:30～ゴルフ同好会例会 

 


