
 

2022(令和4)年    11月号 

 

倉敷現代工芸秀作展 

2022（令和4年）年10月12日(水) ギャラリー十露 
 

  

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】 

10月5日第一例会（第1538回） 

入会式          藤森 健 

PR・IT委員会委員長挨拶 浅野修也 

青少年・YE 委員会委員長挨拶   武居賢次朗 

閉会挨拶         河田育康 

 

10月19日第二例会（第1539回） 

現代工芸秀作展報告    佐藤泰能 

メンバースピーチ     岡荘一郎 

閉会挨拶        井上きよみ 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        

 

 

社会アクト委員長  佐藤泰能 

 

第40回青少年健全育成 

チャリティー「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 

地区にあるギャラリー十

露において開催しました。初日のオープニングセレモニーで

は、ご来賓の倉敷市教育委員会 井上教育長殿からご祝辞をい

ただき、中井会長の挨拶の後テープカットを行い無事開場と

なりました。 

 この倉敷現代工芸秀作展は、昨年一昨年と新型コロナウィ

ルス感染拡大の影響を受け、止む無く中止となりましたが、

そのような状況下でも社会アクト委員会は、昨年来より作家

先生方から作品を収集するなど鋭意活動を再開し、今秋よう

やく記念すべき第40回を迎えることができました。3年ぶり

の開催となりましたが、新規作家を含む70名の作家先生方か

ら111点におよぶ作品をいただき、クラブメンバー総当たり

で会場運営に努め、青少年の将来のためにとWe Serveの精

神で、倉敷現代工芸秀作展を中心に繋がりを広げていきまし

た。 

 倉敷屏風祭りと重なる 

土日を始めとして多数の 

ご来場者があったことや、 

最終日曜日には伊東香織 

倉敷市長もご来場してい 

ただくなど、充実した催 

事となり盛況のうちに終 

えることができました。 

 作品をお寄せ下さった作家先生方、入札にご参加下さった

方々、報道関係者、そして当クラブ会員全ての方に厚くお礼

を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤森
ふじもり

 健
けん

  さん 
1970年6月26日生まれ 

旭テクノプラント株式会社 

代表取締役 

大阪経済大学大学院経営学部 

修士課程 卒業 

スポンサー：岡荘一郎 

格式高い伝統のある倉敷ライオンズクラブへの入会承認を

頂き、心より御礼申し上げます。 

地元倉敷の起業家としては、まだまだ若輩で御座います。

諸先輩方の御指導の基に、この御縁を大切に、「縁尋機妙 多

逢聖因」の精神で、謙虚にして驕らず振る舞い、微力では御

座いますが、地域社会に貢献してゆけるよう精進して参りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 就 任 挨 拶 

10月第一例会 

閉 会 挨 拶 

10月第一例会 

 

閉会の挨拶は、第二副会長の河田育康さん。「今月76歳と

なりました日数なら27758日です。まずは30000日までは

穏やかで充実した日々を送りたいと思います。」 

「沼津ＬＣとの関わりや思い」 

PR・IT委員長の浅野修

也さんからは、「クラブの

地域奉仕活動を効果的に

PR出来るよう努めます。」

との挨拶がありました。 

青少年育成YE委員長

の武居賢次朗さんからは、

ファジアーノ岡山との協働

事業について報告がありま

した。「今年のサッカースク

ールは中止ですが、来シー

ズンのファジアーノの試合

に子どもたちを招待する方

向で協議を重ねています。」 



 

 

 

 
 

「沼津ＬＣとの関わりや思い」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
写真２，3点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小川京子さんが、第73回岡山県

美術展覧会の写真の部で県展賞を

受賞。受賞作は9月14日から 18

日まで岡山県立美術館に展示されま

した。 

作品名 「砂時計」  

閉 会 挨 拶 10月第二例会 

 

閉会の挨拶は、第三副会長の井上きよみさん。「この度の現

代工芸秀作展の成功は、佐藤委員長はじめ皆様の人脈や知

識、経験などさまざまな力の結晶です。今後も社会に役立つ活

動を続けていきたい。」 

10月第二例会  岡荘一郎さん 

ライオンズクラブ国際協会の主 

要な活動のひとつが「目の不自由 

な人々の暮らしを改善する」です。 

これは1925年の第9回国際大会に 

おけるヘレンケラーのスピーチ 

「盲人のために暗闇と戦う騎士に 

なってください」がきっかけです。 

以来、視覚障碍者を助け、目を守 

る運動が奉仕活動の大きな柱とな 

りました。 

日本ライオンズでは、1961年から本格的にアイバンク運動

に取り組んでいますが、特に沼津LCは僧侶であった勧山弘

さんを中心に熱心に取り組んでいました。そして、1971年3

月に沼津で、第1回日本アイバンク運動推進協議会全国大会

が開催され、全国から約1,000人のライオンズが集まりまし

た。この大会の成功を受けて、倉敷ライオンズクラブの当時

の高谷五郎会長が献眼の意義に深く感銘し、ぜひとも倉敷で

と翌1972年10月に倉敷で第2回大会を開催し、沼津LCか

ら大勢のメンバーが来倉しました。それが縁となり、1973年

に両クラブは姉妹提携を結ぶこととなりました。 

その後、両クラブは互いの周年記念式典に出席するなど交

流を深め、年齢や職業の違いを超えた人間同士のつながり

（絆）を大切にしてきました。そして、長年の交流により多

くのメンバーが貴重な友人を得ています。この絆は今後も大

切に育み、皆さんとクラブの財産としてほしいと思います。 

目覚めたら風か雨か窓を打つ音がする。 

これはまずいと露天風呂に行ってみると雨。 

晴天の瀬戸内から雨の中に来たかと覚悟を決めてスタートするこ

とになったが、３ホールでカッパを脱ぎ、芝目が山から里に向くの

で見えない大山（晴れでも松林で見えない）を気にしながら平原コ

ースを満喫しました。 

今回の遠征は予算ギリギリの計画でしたが、全国旅行支援に入

れてもらい、伯耆町と県のクーポン券がついて土産代カット、メン

バーのカンパもあって余裕で残金がでました。優勝は河田育康さ 

んでした。                          記：岡本良夫 

2022年10月17日～18日  大山平原ゴルフクラブ 

 

10月末はハロウィン。10月第二例会では、受付で「トリック・オア・

トリート」と声をかけてお菓子をいただきました。 

 



■第1538回例会報告（2022.10.5）     

出席者44名    欠席者14名   

純例会出席率76%  

メークアップ後出席率78％ 

【幹事報告】 
1．本日ご入会の藤森(ふじもり)様には計画親睦

委員会、周年はセレモニー委員会に所属していた

だきます。委員会メンバーの皆様、よろしくお願

いいたします。2.現代工芸秀作展の当番表を追っ

てお送りします。ご確認頂き、お忘れなきようお

願いいたします。 

3.キャビネットより第 59 回東洋東南アジアフォ

ーラム(韓国・済州島)の登録案内が届いて居りま

す。どなたでも参加できますので、ご興味のある

方は、事務局までお願いいたします。資料をお送

りします。4.例会終了後、予定通り 14：30 より

「くらしきすこやかプラザ」において写真撮影を

行います。例会出席の皆様には是非ご出席いただ

きますようお願い致します。 

■第1539回例会報告（2022.10.19）     

出席者39名    欠席者19名   

純例会出席率67%  

メークアップ後出席率71％ 

【承認事項】 

1. 新入会員の承認。 

梶田(かじた)秀児(しゅうじ)さん（プルデンシャ

ル生命保険）元メンバー井上和之さん(倉敷木材)

の甥御さんです。入会式は 2023 年 1 月の予定で

す。2.認証 65 周年記念大会の予算が承認されま

した。例会でのご承認をお願いします。 

【幹事報告】 
1．キャビネットより第69回地区年次大会事務局

開局のお知らせが届いています。2.「倉敷現代工

芸秀作展」の落札者で、まだ事務局に引き取りに

来られていない方は、事務局まで宜しくお願いし

ます。3.次回 11月第一例会は 11月 3日(木・祝

日)、認証65周年記念式典になります。セレモニ

ー委員会の皆さま、女性会員の皆さま、お手伝い

可能な方は14：00に集合をお願いします。受付開

始は16：00～です。お間違いなきようお願いしま

す。 

DONATION 

《第1538回例会 10月5日》 
●誕生祝（各50枚） 
河田さん、野上さん。 
 
●いつまでもお幸せに（各50枚） 
小川洋さん、小川京さん、梶谷さん、 
川崎さん、原孝さん、宮本さん、山本さん、 
吉田さん。 
 

●岡さん(50枚) 
藤森さんを宜しくお願いします。 

 

●藤森さん(50枚)  

本日入会しました。よろしくお願いします。 
 

●永田さん(50枚)  

藤森健さま、日頃よりお世話になっており
ます。ご入会本当に嬉しく思います。クラ
ブでの活躍を期待しております。 

●小川洋さん(100枚) 
ライオンズ会報表紙、第一面に大きく取り上げ

ていただきました。65 周年よろしくお願いしま

す。 

 

《第1538回例会 10月19日》 
●上西さん(100枚) 
社会アクト委員長、ご苦労様でした。当日以来欠

席し申し訳ありません。皆様方の苦労に感謝、心

ばかりのドネーションをお送りします。 

 

●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。 

 

●岡さん（300枚) 
①現代工芸秀作展、無事に佐藤泰能委員長及び

メンバー各位のお力によって終了できました。

ありがとうございました。②今日はスピーチで

沼津ライオンズクラブと姉妹提携の話をさせて

頂きありがとうございました。③私事ですが、

納税意識の向上に努めたとの事で、今月10月26

日、東京にて財務大臣表彰をいただく事になり

ました。 

 

●中井さん（50枚) 
3年ぶりに倉敷現代工芸秀作展が無時に終わりま

した。例会のたびに登場する佐藤委員長の熱意

をはじめ、メンバーの皆さんの力が合わさって

導かれた成功に感謝します。 

 

●永田さん（50枚) 
第40回現代工芸秀作展では、ライオンズクラブ

メンバーの方達の一致団結した活躍に心強く、

本当に感心致しました。私も久しぶりに十露に

お伺いし、皆さまの力添えを頂き、少しばかり

落札する事が出来ました。これからは例会にも

少しずつ出席したいと思っています。今後もよ

ろしくお願いします。 

 

●永田さん（50枚) 
今日の例会では久しぶりに岡さんのお話しを聞

きたくて出席したかったのですが、診察の都合

で時間が間に合いそうにありません。残念で

す。11月3日には頑張って出席したく思ってい

ます。 

 

●藤原さん（50枚) 
いよいよ余すところ後半月。これから当日に向

けて準備のラストスパートに突入です。皆さん

と共にこの周年記念を作り上げていきたいと思

っております。どうぞお力添え、ご協力をお願

い致します。 

 

●藤原さん（50枚) 
永田先生が久々に現代工芸秀作展においで下さ

いました。少し足がお悪いこと以外は相変わら

ず穏やかでお元気でした。テディベアなど三点

を落札されました。11月3日の周年記念日にご

出席がかな

いますよう

祈っており

ます。 

●井上さん（30枚) 
切絵作家の「美桜」さんから現代工芸秀作展の

お礼が来ました。「私の作品が子どもたちのお役

に立てることが嬉しいです。実は父が初めて私

の作品を見に来てくれ、久しぶりに親子の対話

ができました。皆様に感謝です。」 

 

●難波成さん（50枚) 
倉敷現代工芸秀作展でお花を活けさせていただ

きました。また佐藤委員長を初め皆様、お疲れ

さまでした。ありがとうございました。 

 

●松永さん（50枚) 
菊水流剣詩舞道60周年全国大会には大勢のライ

オンズメンバーの方々にお越し頂きまして有難

うございます。又、メンバーの方、女子会には

お祝いを頂きありがとうございました。 

 

●女子会一同（各10枚) 
現代工芸秀作展が盛況に終了する事ができまし

た。佐藤委員長が仕事を擲ち、準備から本番ま

で頑張って下さった賜物です。 

 

●佐藤さん（現金5.000円) 
倉敷現代工芸秀作展、皆さまの御協力により無

事終了しました。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/ 

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1540回例会) 

13日(日)倉敷アイビースクエア 

  倉敷真備LC認証45周年記念式典 

16日(水)倉敷国際ホテル 

  17:30～臨時理事会 

18:30～第二例会(第1541回) 

18日(金)倉敷国際ホテル 

  18:30～第二回諮問委員会 

22日(火)鬼ノ城G.C. 

  8:30～ゴルフ同好会例会 

   

 12月 行事予定 

1日(木)倉敷物語館 

  18:30～計画親睦委員会 

7日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第一例会(第1542回) 

  例会後～PR・IT委員会 

20日(火)鬼ノ城G.C. 

  8:30～ゴルフ同好会例会 

21日(水)倉敷国際ホテル 

  18:00～クリスマス家族例会(第 1543 回 ) 

 


