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2022（令和 4 年）年 7 月 6 日(水) 倉敷国際ホテル
【活動記録】
7 月6 日第一例会（第1535 回）

倉敷ＬＣ

We rock! We go! We serve !!(スローガン )

会長就任挨拶

中井大介

新年度予算(案)

藤井孝彦

幹事就任挨拶

石伊繁文

7 月20 日第二例会
336－B地区

地域に寄り添い 未来に繋げる新たな挑戦(スローガン )

中止

8 月3 日第一例会
(ビア・バーベキュー例会) 中止
８月17 日第二例会

中止

計画･親睦委員長
小川京子
計画・親睦委員長を担当する小川
京子です。当委員会では、会員同士
の親睦を深めること、会員同士の情
報交換の場を少しでも多く作れるよ
う様々なイベントを計画すること等
の活動をしてまいります。今年度最
初のバーベキュー例会は中止となりま
したが、それだけ他事業に使える予算が増えたと考え前向き
に捉えようと思います。ただこのような事態が繰り返されな
い事をお祈りしています（コロナ君、さようなら）
。クラブ
が、会長の言われる、益者三友（正直・誠実・博識）の交流
の場となり、一人でも多くの諒友ができることを願い一年間
勤めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

アイヘルス・薬物乱用防止委員長
岡本良夫
アイヘルス薬物乱用防止委員長を一
年間務めることになりました。青少年
や社会アクトの委員会は最後には全員
がかかわることになりますが、当委員
会はメンバー中心の活動ですので近年の
実績を紹介します。2016 年から 17 回の薬
物乱用防止教室を開きました。コロナの自粛で 2020 年 12 月
の真備中学校が最後になっています。中学校は真備が初めて
で全校６クラスの教室でした。３年生は体育館で、１年２年
生は各教室でモニターを見て学習しました。この時は委員以
外からも応援をいただき有難うございました。
現在、社会が閉鎖的で薬物乱用も心配されます。子供たちは
これからのことですから粘り強く啓発活動を続けたいと思い
ます。
青少年育成･YE 委員長
武居賢次朗
青少年育成･YE 委員長を務めさせ
ていただく事になりました。入会し
て 2 年になりますが、コロナ禍の影
響により、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」を経験したことがございませ
ん。右も左もわからなく不慣れな私
ではございますが、貴重な勉強の機会を与えていただいたと
思い精一 杯頑張りますので、ご支援の程よろしくお願い致し
ます。
今期もコロナ過の影響で、どの様な形で開催できるか不透
明ではありますが、委員会のメンバーの皆さんと共に「子供
たちに夢を」与えられるように計画してまいります。

PR･IT 委員長
浅野修也
今年度の PR･IT 委員長を拝命いた
しました。しかしながら、今年 3 月に
入会したばかりの頼りない委員長で
す。過去の会報を読み、先輩方にお話
をお聞きしていますが、現場経験が無
く心もとない限りです。他のベテラン
委員の皆様に助けていただきながら、
早く戦力になりたいと思います。
PR･IT 委員会の使命は、クラブの地域奉仕活動等を、メン
バーや地域の方々にわかりやすく伝えることだと思います。
まずは、私自身がクラブのことをしっかりと学びます。ま
た、6 月には新たな WEB 会議システムが導入されました。
各種委員会など出来るところから活用していければと考えて
います。
この 1 年、効果的な PR 活動が出来るよう努めますので、
引き続きご指導よろしくお願いいたします。
社会アクト委員長
佐藤泰能
昨年に引続き、社会アクト委員長を
務めさせていただくことになりまし
た。コロナ感染拡大の影響を受け、倉
敷現代工芸秀作展は二度の延期となり
ました。各種イベントの中止、在宅勤
務・テレワークの推奨、コロナは人と
人との繋がりまでも奪おうとしていま
す。コロナに負けない。そのために
は、行動制限がかかる状況の中、そろそろ様々な活動を再開
させていく必要があると感じています。社会アクト委員会
も、倉敷現代工芸秀作展を通じ、メンバーや地域社会との繋
がりを求め、
「やっぱり皆でやることは楽しいんだ」という当
り前のことを再確認しながら進めていきたいと思いますの
で、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

山陽新聞の読者コーナー「ちまた」に、L.上西孝道の「大
僧正を祝う会」の投稿が掲載されました。

山陽新聞社提供

～中井・石伊丸～
出航しました！

6 月第二例会

出宮直世志さん

ニューメンバースピーチとして私が岡山支社に赴任し
てからのお話をさせていただきます。
私が岡山支社に赴任して 4 ヵ月が経ちました。本当に
早かったです。この間に数多くの方々とお会いしお話を
させていただき、岡山県のことを色々と学ぶことが出来
ました。５月のゴールデンウィークには家族とともに美観
地区を観光し、楽しい日々を過ごすこともできました。
仕事ではこの４月から弊社倉敷支店が岡山支社と統
合し岡山支社長である私が岡山県全域を管轄することと
なりましたが、多い時には週５日の内３日は倉敷で業務し
ております。まだまだこれから多くの方々に色々なことを
教わり自分の糧にしてまいりたいと思っておりますので、
今後とも皆様の暖かいご支援ご鞭撻のほど宜しくお願い
致します。

7 月第一例会の翌日は七夕。会場の七夕飾りには、それぞ
れの思いを込めた短冊を飾りました。計画親睦委員長の小
川京子さんより、皆さんの願いを紹介いただきました。

上西孝道さん

今年の中井丸について、
「センスの良いスローガン
だ。歴史ある我がクラブが、若い方のアイディアで新
たなページを開いていくと期待しています。
」と心強い
応援のメッセージをいただきました。

8/18(木)倉敷アイビースクエアにて 5R 地区ガバナ
ー公式訪問・合同例会が開催されました。クラブを代
表し、中井会長・石伊幹事・松本さん・河田さん・清
野さんが出席されました。また地区委員として小田
GMT/FWT 委員も出席されました。

■第 1535 回例会報告（2022.7.6）
出席者 45 名
欠席者 12 名
純例会出席率 80%
メークアップ後出席率 83％
【承認事項】
1.先日の準備理事会で以下の件が承認さ
れました。①加藤勝信さんは本年度名誉会
員、足立秀明さん、諏訪文彦さん、小山悦
司さんは賛助会員、藤原均さん、松田忠和
さん、室山武彦さんは特別会員として承認
されました。②岡山県アイバンク法人会へ
個人会費 5.000 円の納入と、倉敷国際交流
協会会費 5,000 円の納入が承認されまし
た。③ビア・バーベキュー例会での皆様か
らの会費を、500 円アップの 5.000 円に変
更する事が承認されました。例会での承認
をお願いします。④本日お配りしましたク
ラブ手帳代金ですが、例年通り 2400 円に
て承認されました。例会での承認をお願い
します。⑤例会用名札(1 個 880 円)、名札
ケース(77.000 円)、
玄関のライオンズ旗を
新しく購入する事が承認されました。

●1 年間お世話になりました(各 50 枚)
山本さん、森川さん、川崎さん、
藤井徹さん、古和さん、宮本さん、
渡邉義さん、莖田さん。
●1 年間お世話になりました(各 30 枚)
石伊さん、岡本さん、原淳さん、藤原さん、
吉田さん、岡さん、室山さん、小野さん、
渡辺康さん。
●永田さん(100 枚)
中井会長の新しい門出を祝しております。お忙
しい中、頑張って頂きたいと思います。出席で
きなくて申し訳ありません。かげながら応援し
ております。

●スポンサーの永田さん、藤原さん(各 50 枚)
二度目の幹事就任、誠におめでとうございます。
藤原が会長の際には大変お力を尽くしてくださ
いました。今期中井丸が無時帰港できますよう
会長の女房役としてしっかり支えてくださるよ
う願っています。

●岡さん、藤原さん、三村さん(各 66 枚)

中井丸の出航をスポンサーとして心よりお祝い
申し上げます。1917 年メルビン・ジョーンズの
【幹事報告】
創立の思いを振り返り、倉敷ライオンズクラブ
1．メンバーの中西俊平さんが 6 月末で退会 の歴史と伝統を大切にしながら、新しい風を吹
されることとなりました。
内規によりお餞別 かせてください。全力で応援します。皆さん中井
をお贈りします。2.青少年育成・YE 委員会 会長をよろしくお願いいたします。

に小野鈴江さん、
藤原京子さんを追加する事
になりました。3.2022 年度皆勤賞は、岡本 ●上西さん(100 枚)
良夫)さん、
小野鈴江さん、
武居賢次朗さん、 本日倉敷国際ホテル港を出帆した中井丸。一年
難波成美さん、
藤原京子さん、
松本晃良さん、 の航海が無事に終り来年又国際ホテル港に帰港
出来る様に応援を続けたいと思っています。多
村山公保さんです。第 2 例会で表彰致しま
勢の期待を皆背負った倉敷クラブの星に栄光が
す。4.キャビネットより、今冬の YCE 派遣受
輝く事を祈っています。
入事業の実施も昨年同様、中止となった旨、
連絡がありました。
5.8/18(木)に 5R-1Z ガバ ●女子会一同(各 10 枚)
ナー公式訪問・合同例会が開催されます。通 井上さん、大月さん、小野鈴さん、小川京さん、
常でしたら例会日を移動し、
メンバーの皆さ 中原さん、永田さん、難波成さん、野上さん、
んにも出席いただきたいのですが、
コロナ禍 藤原さん、松永さん、三宅さん。
での会場の都合で、1 クラブ 9 名程度となり 宮田さんは、コロナという得体の知れないウイ
ました。
当クラブからは理事メンバー数名が ルスで日本中が右往左往している時期に、コロ
出席し、
クラブ例会としてはスケジュール通 ナ対応のみならず、看護の質の向上、看護職の環
り 8/17(水)に行います。ご了承ください。 境作りなどなどに尽力され、県下 16.647 人のト
6.2022 年度上半期の会費の集金は例年通り、ップとして4 年間大変な任務を務められました。
今後は成人病センターの顧問として在職されま
7 月 20 日第 2 例会に行います。例会場での
す。これからはライオンズライフを共に楽しみ
集金は手数料がかかりませんので、
よろしく
ましょう！敬意を込めて・・・
お願いいたします。
●木曽さん（50 枚)

DONATION
《第 1535 回例会 7 月 6 日》
●誕生祝（各 50 枚）
大月さん、坂本さん、藤井徹さん、
村山さん。
●いつまでもお幸せに（各 50 枚）
石伊さん、小田さん、永田さん、西村さん、
長谷川さん、松本さん、松永さん。

いよいよ中井丸が出港します。三役や理事の皆
さま、委員長の方々、皆で中井新会長をサポート
しましょう。

9 月 行事予定
6 日(火)倉敷国際ホテル
18:30～認証 65 周年第 4 回実行委員会
7 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第二例会(第 1536 回)
例会後～PR･IT 委員会
例会後～周年沼津委員会
9 日(金)倉敷ケーブルテレビ
18:30～青少年育成委員会
20 日(火)倉敷物語館
18:30～周年セレモニー委員会
21 日(水)倉敷国際ホテル
18:30～第二例会(第 1537 回)
※お月見例は中止。通常夜例会に。
27 日(火)鬼ノ城 G.C.
08:38～ゴルフ同好会例会

10 月 行事予定
5 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第一例会(第 1538 回)
例会後～PR・IT 委員会
例会後～周年沼津委員会
12 日(水)～16 日(日)ギャラリー十露
第 40 回現代工芸秀作展
18 日(火)鬼ノ城 G.C.

●川崎さん(100 枚)

8:30～ゴルフ同好会例会

ライオンズ手帳、今年は第一例会に間に合いま
19 日(水)倉敷国際ホテル
した。訂正・変更があれば事務局に連絡してくだ
さい。写真が少々若い場合がありますが、ご容赦
12:15～第二例会(第 1539 回)
ください。
27 日(火)鬼ノ城 G.C.
倉敷ライオンズクラブ発行
会
長：中 井 大 介 幹
事：石 伊 繁 文8:30～ゴルフ同好会例会
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/

