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12月第二例会(ゲストを囲んで) 

2022（令和4年）年12月21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】 

12月7日第一例会（第1542回） 

メンバースピーチ    木曽昭光 

閉会挨拶        小川京子 

 

12月21日第二例会（第1543回） 

(クリスマス家族例会→通常夜例会に変更) 

ゲストアーティスト演奏 

 



 

 

 
 

 

 

会 長 中 井 大 介 

新年 明けましておめでとうござ

います。コロナ禍3年目はウィズコロ

ナ時代として、感染予防をしつつ、こ

れまでの活動に戻していく過程をバ

ランスさせるための挑戦の日々でし

た。倉敷現代工芸秀作展は3年ぶりに

開催できましたが、ちびっ子フェスティバルは実現に至り

ませんでした。倉敷ライオンズクラブ認証 65 周年記念式

典は、まさに第8波が次第に高まりつつある時期と重なり、

時々刻々の変化の中で「実施するための最適解」を検討し

た結果、ご来会いただく人数の制限はしたものの実行委員

の皆様の心尽しによって倉敷ライオンズクラブらしい式

典祝宴を開催できました。限定された条件の中で最大限、

それ以上のパフォーマンスを発揮するメンバーの能力の

賜物でした。我々の Rockはまだまだ続きます。We rock, 

We go, We serve !! 

 

 

幹 事 石 伊 繁 文 

新年明けましておめでとうございま

す。 

会員皆様方には御清栄の事とお慶び申

し上げます。 

 さてコロナ禍状況も遂に3年が経過

し、前期予定恒例アクト事業、例会等

中止、変更を余儀なくされ残念でした。 

ただ2年前より準備し実施出来ました認証65周年式典

は、会員方々のご協力、御支援でコロナ対策踏まえ、2日

間の行事が無事終了出来ました。下期も引き続きコロナ禍

と共存しながら精進する覚悟です。 

今期何としてもクラブアクティビティ事業一度は実施出

来る事を念頭に、ポジティブ思考で取組みたいものです。

直近課題であるクラブ高齢化対応に、協調と一体感で認証

70周年に向け、特に若い50歳代60歳代の会員方々が中心

的人材として事業参画し、今一歩踏み込んで頂く事を切望

致します。 

卯年が会員皆様にとって健康で明るい1年に成る事祈念

申し上げ、御挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新年あけましておめでとうございます。 

「正月は冥土の旅の一里塚めでたくもあ

り、めでたくもなし。」という言葉がありま

すが、その通りかもしれません。毎日いろ

んなニュースが飛び込んできますが、平凡

な日常 何の変化もない暮らしこそが大切

なことでありましょう。 

今年も事故もなく健康で過ごし、ささやかな日々を大切に 

「ありがとうございます」と感謝して過ごそうと思っています。 

皆様と共に良い年でありますように！ 

     梶谷芳昭 さん 

 

 

新年あけましておめでとうございます。

今年還暦を迎えることになります。整形外

科医院を開業し、クラブに入れていただき

今年で10年になります。 

卯年は飛躍、向上の年です。コロナ禍に

なってもうすぐ3年になろうとしています

が、この慢性的な閉塞感から抜け出して飛

び跳ねれるような明るい1年になりますよう祈念しています。 

コロナ禍でますます出席率の悪い会員になって恐縮ですが、

今年はもう少しお役に立てれるようにしたいと思っておりま

す。本年もよろしくお願いいたします。 

                  坂本  啓 さん 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

6 回目の干支を迎え、大病後の 6 年を乗り

越え、こうして、何不自由もなく元気に 

新しい卯🐇年を迎えられ感謝しておりま

す。今年もよろしくお願いします。 

干支は、紀元前の中国で暦や数を表し使

われたようです。十二支に選ばれた卯年に 

込められた意味は、安全の象徴でもあり、飛躍力とか向上のよ

うです。私には、程遠いようですが、これからも干支にちなん

で、何事も諦める事なく飛躍と向上心を持ちながら we serve

の精神を大切していきたいと思います。 

三宅ひなこ さん 

 

 

 



 

 

  

「コロナウィルス感染の展望と 

現在の医療トピックスについて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
写真２，3点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

閉 会 挨 拶 12月第一例会 

 

12月第一例会閉会の挨拶は、計画親睦委員長の小川京子

さん。「21日のクリスマス家族例会は、コロナ感染者数の急拡

大のため、メンバーのみの通常夜例会に変更となりました。た

だ、ゲストアーティストをお招きしていますので、素敵な音楽と

美味しい食事を楽しんでください。また、コロナが落ち着いた

らお花見例会を家族例会としたいと考えています。」 

12月第一例会  木曽昭光さん 

昨日（12/6）の新型コロナの県内 

感染者数ですが倉敷市が岡山市を上 

回りました。県内の感染者数は11月 

下旬から増え続けていましたが、こ 

こで一段階上がったと思います。 

この度の第8波は東高西低といわれ 

ています。これは、東日本の寒さに 

よる換気不足とワクチン接種率の低 

迷が原因とみられています。 

皆さんのところにもワクチン接種 

のお知らせが届いていると思いますが、今はオミクロン株に

対応したワクチンがあります。感染抑制のため、行政は接種

を呼び掛けていますが、高齢者に比べて若者の接種率は低い

ままです。今の第８波の患者の多くはワクチン未接種の軽症

の若者です。現状で、公衆衛生的観点から予防効果があるの

はワクチンのみです。 

最近、軽症者も使える治療薬が出来ました。重症化を防ぐ

インフルエンザのタミフルのようなもので、いち早く治療で

きますが、普及にはもう少し時間がかかると思われます。 

また、インフルエンザとの同時感染が懸念されています。

インフルエンザは3年間大きな流行が無く抗体を持った人が

少ないためで、今後1月から2月頃に感染者数がピークとな

る恐れがあります。リスクの高い人が同時感染すると重症化

の心配があります。 

今の第８波はゆっくりと増加しています。今後、ワクチン

接種率の向上で予防効果が期待できるため、ピークは第７波

より少ないと予想されています。皆さん油断せずに、体力を

つけて食事、睡眠を十分にとり、出来ればコロナとインフル

エンザのワクチンを受けてしっかり予防してください。 

12月第二例会は、コロナウイルス感染拡大のため、残念な

がらクリスマス家族例会を通常夜例会に変更しました。 

ゲストアーティストをお招きし、美味しい料理と楽しいひと時

を過ごしました。 

ゲストにシャンソン・ポップス歌手の山田直毅さんと、 

パーカッションの小林俊介さんをお招きしました。 

クリスマスらしい曲や 

懐かしい曲に楽しい時間を

過ごせました。 



■第1542回例会報告（2022.12.7）     

出席者35名    欠席者23名   

純例会出席率60%  

メークアップ後出席率76％ 

 

【承認事項】 
1.新型コロナウィルス感染拡大を受け、認
証 65 周年記念にお越しいただく沼津ライ
オンズクラブの人数を制限させて頂き、お
越しいただけなかったメンバーの皆様に今
話題の「冬桃がたり」をお送りしました。 
1箱￥2.000-×69個＝￥138.000-を拠出さ
せていただく事を書面理事会で承認いただ
きました。 
2.12/21(水)予定しておりますクリスマス
家族例会ですが、昨今の新型コロナウイル
ス感染拡大を受け、大変残念ですが、メン
バーのみの通常夜例会に変更となります。
時間も18：00～開始を18：30～開始に変更、
また景品がないため、会費は￥5.000-に変
更、お土産に月揚庵のさつま揚げをご用意
します。 
 
【幹事報告】 
1．前回の例会でもお知らせしましたが、キ
ャビネットより「第69回地区年次大会」の
ご案内が来ております。2023 年 4 月 16 日
(日)とりぎん文化会館にて開催されます。卓
上に登録申込書を置いておりますので、どな
たでも奮ってご参加ください。 
2.キャビネットより、2023 年夏期の YCE 派
遣受入事業は、引き続き中止となりました。 
3.2022 年度下半期会費の納入がまだの方は
12月末までにお願い致します。 
 
 
■第1543回例会報告（2022.12.21）     

出席者41名    欠席者17名   

純例会出席率67%  

メークアップ後出席率79％ 

 

【幹事報告】 
1．倉敷東LCより先日行われた弁論発表会の御礼

状が届いています。 

2.すでにご案内しております通り、今年もおせち

用の蒲鉾をお届けいたします。引き取りは倉敷国

際ホテルまで、12/25(日)、26(月)の9：00～18：

00までにお願いします。代理の方でも結構ですの

でご協力お願いします。また引き取りが難しい方

は、送料着払いにはなりますが、お送りしますの

で、本日までに事務局までお知らせください。 

3.新年の第一例会は1/11(水)12：15～です。年末

年始を挟むため、例会通知を年内にお送りします

ので、お返事等ご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

DONATION 

《第1542回例会 12月7日》 
●誕生祝（各50枚） 
小野鈴さん、藤原京さん、森川さん。 
 

●いつまでもお幸せに（各50枚） 
浅野さん、上西さん、難波敢さん、 
三宅さん。 
 

●中井さん(50枚) 
健康福祉プラザの体育館が明るくなって、
障がい者スポーツの環境が整えられたかげ
に、三村さん、瀬戸さんという倉敷ライオ
ンズクラブメンバーのご尽力があったこと
を記念して捧げます。 

 

《第1543回例会 12月21日》 
●上西さん(現金10.000円) 
恒例のクリスマス例会、小川京子委員長が張り

切っての夜乍ら、あいにくの雨、少し残念ですが

労苦に感謝して。 

 

●中井さん（50枚) 
クリスマス家族例会は通常例会となりましたが、

メンバーの皆さんと共に家族的な夜を過ごせま

す。素晴らしいステージを披露下さる山田直毅

様にも感謝、この日のプログラムを心を込めて

ご準備下さった計画親睦委員会の皆様のご奉仕

にも感謝です。 

 

●中井さん（100枚) 
倉敷教会の礼拝堂が建築100周年を迎えるにあ

たって教会を100年前の姿に復元するリフォー

ム工事が完了しました。山陽新聞にも記事を掲

載していただき、多くの方からのお祝いの言葉

も頂戴しました。倉敷の景色としての建物を、

次の100年に向けて維持していきたいと願って

います。 

 

●大原さん（50枚) 
横綱 千代の富士の優勝額 修復についてマス

コミの取材を受け、NHK、山陽新聞、毎日新聞、

読売新聞に取り上げられました！！ 

 

●大原さん（50枚) 
本日、吉備国際大学から「名誉教授」の称号を

いただきました。しかし今後も決して「先生」

とは言わないでください。「先生」といった人は

ドネーションして！！ 

 

  

 

 

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/ 

2月 行事予定 

1日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第一例会(第1546回) 

  例会後～PR・IT委員会 

8日(水)サンフラワーボウル 

  18:00～5RZC 杯親善ボウリング大会 

15日(水)倉敷国際ホテル 

  18:30～第二例会(第1547回) 

 

1月 行事予定 

11日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第一例会(第1544回) 

  例会後～PR・IT委員会 

  18:30～定例理事会 

18日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第二例会(第1545回) 

21日(土)岡山商工会議所 

14:00～キャビネット会議 

24日(火)鬼ノ城G.C. 

8:30～ゴルフ同好会例会 

25日(水)倉敷国際ホテル 

  18:00～指名委員会 

12月いつまでもお幸せに 

12月誕生祝い 


