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くらしきすこやかプラザ開所式
2022（令和 4 年）年 7 月 28 日(木) くらしきすこやかプラザ

【活動記録】
9 月7 日第一例会（第1536 回）
地区委員任命状授与

小田圭一

前年度皆勤賞

倉敷ＬＣ

We rock! We go! We serve !!(スローガン )

前年度決算報告･監査報告

古和 肇

閉会挨拶

佐藤泰能

9 月21 日第二例会（第1537回）
5R アラート委員報告

莖田信之

アイヘルス・薬物乱用防止委員長挨拶 岡本良夫
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 )

計画親睦委員長挨拶

小川京子

認証 65 周年記念実行委員長 小川洋一
閉会挨拶

松本晃良

大会実行委員長

小川洋一

第 40 回青少年健全育成チャリティ

『倉敷現代工芸秀作展』
開催のご案内
倉敷ライオンズクラブ主催の青少年健全育成チャリティ「倉敷
現代工芸秀作展」を 10 月 12 日（水）から 16 日（日）までの 5
日間、倉敷美観地区内のギャラリー十露（ＪＵＲＯＵ）において
開催します。

去る 7 月 28 日、有城に完成した「くらしきすこやかプ
ラザ」の開所式（倉敷市主催）がありました。当クラブは
この施設に、65 周年社会アクト事業として、絵画（木村
福太郎画伯作）と屋外時計の寄贈をしますので、中井会
長・私・三村社会アクト副委員長、の 3 名が参加し、寄
贈品目録を渡してきました。会長の挨拶は、有城の地が当
クラブの「ちびっこフェスティバル」開催地であった倉敷
ハイツの隣接地であり、ゆかりが深いという事から始まっ
て、当クラブがこの施設に寄贈する意義を皆に分かり易く
伝えてくださるものでした。また、河田社会アクト委員長
のおかげで、当クラブは下にも置かない丁重な扱いを受け
ました。寄贈を受けた倉敷市が歓び、画伯の御子息にも
「ありがたい」と仰っていただき、つないだ倉敷 LC も良
かったと思う、三方よしの開所式でした。

この事業は、県内外の木工、陶芸、絵画、ガラス工芸など各分
野でご活躍の作家の皆さまのご協力を得て、毎年「倉敷屏風祭」
の開催時期に合わせて行うチャリティ・オークションです。地域
の芸術・文化の向上に貢献するとともに、集められた浄財は、青
少年健全育成を目的とした社会貢献事業に充当いたします（事業
内容については、新型コロナウイルスの感染状況を考慮しながら
検討中）
。
この一連の活動が成功を収めるには、会員皆さまのご支援・ご
協力が不可欠です。お知り合いの方々にもお声かけいただき、多
数ご来場いただくとともに、作品の入札にも楽しんでご参加くだ
さい。特に、メディア取材のある初日のテープカットと最終日の
片づけには多数のご参加をお願い申し上げます。
(記：社会アクト委員長 佐藤 泰能)

クラブの認証 65 周年記念事業として、今年 7 月に完成した
「くらしきすこやかプラザ」に、
「ポール型子時計」と絵画
「富くじ売り」を寄贈しました。7 月 28 日の開所式では、中
井会長らが出席し、伊東市長より感謝状が贈呈されました。

岡本さん、小野さん、武居さん、難波成美さん、藤原さん、
松本さん、村山さんが皆勤賞でした！

【出品予定作家名】
石田 彩
石原路子
伊藤千加
内山貞和
大石橋宏樹
岡島光則
岡本孝明
岡本達弥
岡本 篤
岡本和敏
川上節子
岡本研作
岡本和明
岡本悍久
岡本徹正
岡本直樹
岡安廣宗
小川秀蔵
片山邦夫
川端文男
木村玉舟
木村桃山
児島塊太郎 児島慎太郎
小谷栄次
佐々木経二 佐藤史男
サトウリツコ
澁田寿昭
白神典大
杉田修一
高木由美
瀧山雄一
武内立爾
竹崎典泰
竹崎洋子
恒枝陶玉
恒枝直豆
中島黙仙
馬場泰嘉
馬場九洲夫
濱田伸一
藤森信太郎 藤原郁子
藤原 和
藤原六間堂 堀口華江
的野智士
的場弘司
丸山昌子
水口智貴
宮尾昌宏
向 彰子
安田恵子
山下今朝吾 山本雄一
山本竜一
横山直樹
【賛助作品出品作家名】
（写真家）中村昭夫
(陶芸家) 的野 求
(敬称略・順不同)

9 月第一例会

9 月から例会用名札と名札ケースを新調。
受付に真新しい名札が並びました。

9 月第一例会は約 2 か月ぶりの開催
でした。徹底した感染対策の元、ス
クール形式で食事はお弁当の持ち帰
りではありましたが、久々に元気な
笑顔で集うことが出来ました。

9 月第一例会閉会の挨拶は、佐藤泰能
さんに社会アクト委員長として 10 月
12 日（水）から始まる「第 40 回倉敷
現代工芸秀作展」のお話しをしていた
だきました。
小田圭一さんにキャビネットより
5R GMT/FWT 委員の任命状が届
き、授与しました。

9 月第二例会

9 月第二例会は「月見例会」の予定でしたが、感染状況
を鑑みて通常夜例会としました。それでも、会場内には
満月が浮かび、演台の横には「お月見」をモチーフとし
た素敵な切り絵が飾られました。

５R アラート委員の莖田信之さんから
は、災害時のボランティア支援活動など
についての報告がありました。

計画親睦委員長の小川京子さんからは、
クリスマス例会に向けての意気込みをお
話しいただきました。

アイヘルス・薬物乱用防止委員長の岡
本良夫さんからは、薬物乱用防止教室
とその認定講師についてお話しいただ
きました。

閉会の挨拶は、第一副会長の松本
晃良さん。軽妙なトークで会場を
沸かせました。

■第 1536 回例会報告（2022.9.7）
出席者 36 名
欠席者 21 名
純例会出席率 63%
メークアップ後出席率 75％
【承認事項】
1. 日本アイバンク運動推進協議会の会費
納入が、例年通り￥12.000-にて承認され
ました。

日、
会期中のご協力のお願いを各テーブルに
回覧しております。
是非ご記入をよろしくお
願いします。3.2022 年度のちびっ子フェス
ティバル
「ファジアーノ岡山サッカースクー
ル」は関係各位と相談の結果、中止とする事
が決定し、
先ほどの理事会にて承認されまし
た。委員会では代案を模索中との事です。

DONATION

【幹事報告】
《第 1536 回例会 9 月 7 日》
1．7/28(木)倉敷市有城に完成しました複合
施設「くらしきすこやかプラザ」の開所式に
●誕生祝（各 50 枚）
中井会長、小川大会実行委員長、三村さんが 木曽さん、佐藤さん、宮田さん。
出席されました。2.8/9 当クラブの名誉会員
であります加藤勝信さんが厚生労働大臣に ●いつまでもお幸せに（各 50 枚）
ご就任されましたので、
クラブよりお祝いの 大月さん、莖田さん、高吉さん、竹森さん。
胡蝶蘭をお送りさせていただきました。
その
御礼状が届いて居ります。
受付に掲示させて ●1 年間宜しくお願いします(100 枚)
中井さん。
頂いておりますので、ご覧ください。
3.岡山みらい LC よりチャリティゴルフコン
ペのご案内が来ております。10/19(水)山陽 ●1 年間宜しくお願いします(各 50 枚)
ゴルフ倶楽部で開催されます。
詳細は事務局 松本さん、河田さん、井上さん、石伊さん、
難波成さん、清野さん、武居さん、
までお願いします。
4.既にご案内済みですが、
小田さん。
9/21(水)に予定しています月見例会ですが、
新型コロナウィルス感染状況を鑑み、
通常夜 ●1 年間宜しくお願いします(各 30 枚)
例会となります。ご了承ください。
難波敢さん、岡本さん、原淳さん、
5.事務局の駐車場が変更になりました。
詳し 藤原さん、吉田さん、岡さん、金光さん、
くは追ってご連絡いたします。
6.キャビネッ 西原さん、松永さん、三村さん。
トより、
本年度も
「こどものみらい古本募金」
と「ヘアドネーション」の活動依頼がきてい ●岡本さん(100 枚)
ます。御協力お願いします。詳しくは事務局 孫の百日の写真を、父親の思いで二葉写真館の
までお問い合わせください。7.予定通り 10 原雄一さんに撮ってもらいました。
月 12 日(水)10：00 より「現代工芸秀作展」
が開催されます。本日、会期中のご協力のお ●中井さん(50 枚)
7 月以来の例会を開催することができました。み
願いを各テーブルに回覧しております。
是非
なさんと同じ場所に集うだけで元気をいただけ
ご記入をよろしくお願いします。
8.協力作家
ます。感染予防に努めてくださっている国際ホ
の先生にお花をお贈りしました。
テルさんにも感謝です。台風一過、秋の日々を楽
天神窯 3 人展（岡本篤先生、川上節子先生、 しく過ごせますように祈念いたします。
岡本和敏先生
●小川京さん(20 枚)

■第 1537 回例会報告（2022.9.21）

出席者 38 名
欠席者 19 名
純例会出席率 66%
メークアップ後出席率 72％
【承認事項】
1.本日の理事会で新入会員の入会が承認さ
れました。名前は 藤森 健 さんです。入
会日は 10 月第 1 例会か第二例会を予定して
おります。
【幹事報告】
1．キャビネットよりクラブ内アラート委員
長・副委員長選任のお願いが来ております。
先程の理事会で委員長に井上さん、
副委員長
に岡本さんが決定しました。また同時に、ア
ラートチームへのメンバー登録のお願いも
来ております。追って委員長・副委員長より
お声がかかると思いますので、
ご協力をお願
いします。2.予定通り 10 月 12 日(水)10：00
より「現代工芸秀作展」が開催されます。本

第 73 回岡山県美術展覧会に写真を出品したとこ
ろ「県展賞」をいただきました。9 月 14 日より
県立美術館にて展示していただけます。

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
12 日(水)～16 日(日)ギャラリー十露
第 40 回現代工芸秀作展
17 日(月)～18 日(火)大山高原 G.C.
ゴルフ同好会例会
19 日(水)倉敷国際ホテル
12:15～第二例会(第 1539 回)
26 日(水)倉敷物語館
18:30～計画親睦委員会

11 月 行事予定
3 日(木)倉敷国際ホテル
認証 65 周年記念式典・祝宴

《第 1537 回例会 9 月 21 日》
●松永さん(50 枚)
10 月 9 日(日)倉敷市民会館大ホールにて菊水流
剣詩舞道 60 周年記念全国大会があります。平家
物語を中心に歴史ドラマの数々を剣舞と詩舞で
ご覧ください。

(第 1540 回例会)
16 日(水)倉敷国際ホテル
18:30～第二例会(第 1541 回)
22 日(火)鬼ノ城 G.C.
8:30～ゴルフ同好会例会

●難波成さん（50 枚)
今日は久しぶりに坂本先生が夜例会に参加くだ
さいました。嬉しい限りです。次も参加して下さ
いね。次は飲みましょう。
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/

