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1月第二例会 ～伊東市長を囲んで～ 

2023（令和5年）年1月18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】 

1月11日第一例会（第1544回） 

メンバースピーチ    上西孝道 

入会式         梶田秀児 

閉会挨拶       三宅ひなこ 

 

1月18日第二例会（第1545回） 

ゲストスピーチ    伊東香織様 

次期役員指名委員任命  山本俊夫 

閉会挨拶        三村英世 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年最初の例会で

お話しさせていただ

きます。我がクラブ

には、市議会議員、

県議会議員、国会議

員など、多士済々の

メンバーがいらっし

ゃいます。これはクラブの誇りだと思います。今年は統一

地方選挙がありますが、私はみんなを応援したいと思って

います。「ランプの光となるよりも、ロウソクの光となれ」

という言葉があります。ランプは油を注いで初めて光る

が、ロウソクは我が身を焦がして光輝きます。身を挺して

社会に光を与えるということです。政治家としては座右の

銘とすべきでしょう。また、「1年の喜びを得んと思えば花

を育てよ。10年の喜びを得んと思えば木を育てよ。100年

の喜びを得んと思えば人を育てよ」との言葉があります。

我が郷土、山紫水明の地倉敷を、子々孫々にまで育み残し

ていくためには、みんなの努力が必要ですが、政治の力で

も補わなければなりません。政治は人が行います、その人

を育てることが100年先の子どもたちの素晴らしい街づく

りにつながっていきます。そして、原野に埋もれたダイヤ

の原石、それは誰かが発掘し研磨することで初めて光り輝

きます。そうした人材を発掘し育てることも重要な仕事で

す。 

さて、スピーチのコツとして私が常々申し上げているの

が「物事を客観的に見る訓練をする」「話すときには歯切れ

よく説得力を持って話す」ということです。私は選挙の応

援演説を幾度となく行ってきました。それが今の私を支え

てくれています。皆さんもいろいろな場面で話すときの参

考にしてください。 

 

 

 

 

                1月第一例会閉会の挨拶

は、年女の三宅ひなこさん。 

               「干支による性格占いがあり 

ますが、人は皆、性格は違う 

ので決めつけるのはどうか 

と思います。ただ、卯年は跳 

ねる、飛ぶなど飛躍の年とい 

われています。私の会社もグ 

レードアップし、新たなチャ

レンジをしたいと思います。」十二支それぞれの性格につい

ても楽しくご紹介いただきました。 

1月第一例会 

上西孝道さん 

 

1月第一例会 

中井大介さん 

 この年末年始は岡山にとっ 

てうれしいニュースがたくさ 

んありました。倉敷高校の駅 

伝優勝、M1グランプリ優勝、 

そして、岡山学芸館の高校サ 

ッカー優勝です。学芸館には 

Jリーグ内定者など飛びぬけ 

た選手はいません。メンバー 

全員がハードワークをいとわ

ず、最後まであきらめずに走りぬくという姿勢は本当にすがす

がしいものでした。 

さて、我がクラブの過去の資料を見ると、ローカルとグロー

バルという二つの言葉がたびたび出てきます。地域と世界で

す。優勝した学芸館の選手がインタビューで「以前よりグラウン

ドを広く見ることが出来ている。」と話していました。視野を広く

眼差しを遠くに、足元をしっかりとして、遠くを見るという、地域

と世界の両方を見渡す姿勢は強さにつながると思います。 

また、ライオンズクラブのネーミングは、ライオンの持つイメー

ジである「勇気、強い力、活動力、誠実さ」を象徴したものだそ

うです。各自が友人、職務、共同体に誠実にあろうとの思いが

あったようです。ここに、ライオンズクラブの精神が集約されて

いるのではないでしょうか。今年もみんなで関わり、足元をし

っかりと、眼差しは高くして、ライオンズという共同体を楽しん

でいきましょう。 

12月初めに沼津LCメンバーの皆様に、岡山の白桃「冬桃が

たり」をお贈りしました。メンバーの皆さんから下記の御礼状をい

ただきました。 

1月第一例会 

 



  

 

 

 

 

 

 

1月第二例会のゲストス

ピーチは、伊東倉敷市長に

お願いしました。ご多忙の

中ご出席いただき、今年開

催される「G7労働雇用大臣

会合」などについて熱心に

お話しいただきました。以

下、スピーチの要旨です。 

倉敷市では4月22日23日にG7労働雇用大臣会合が開催

されます。倉敷は、日本で最初に労働と雇用が一体となり

繁栄に結び付いた街だと思います。倉敷紡績では生産性の

向上のために重要な人員、機械、環境整備の中で、早くか

ら働く人の環境整備に力を入れてきました。健康福祉向上

のために1921年には労働科学研究所を開設し、その後、今

の倉敷中央病院を創設し地域にも開放しました。 

さて、大臣会合に向けて最初の大きな事業は、復興が進

む真備の「マービーふれあいセンター」で、3月4日に開催

する「倉敷こどもサミット」です。市内の中学生が「働く

こと」に関して意見交換をして、大人に対して提言を行う

予定です。そして、もう一つの大きな事業として3月30日

に倉敷市民会館で労働雇用に関するシンポジウムを開催し

ます。基調講演は旭化成名誉フェローの吉野彰氏（2019年

ノーベル化学賞受賞）に依頼しています。また、昭和初期

に労働者の栄養食として倉敷労働科学研究所で考案された

「労研饅頭」にちなみ、現代版の労働サポート食開発プロ

ジェクトを実施します。高校生以上の学生を対象にレシピ

を募集し、30日のシンポジウムで成果を発表します。 

この会合には、世界から多くの国や国際機関が参加しま

す。2月頃からは大使館などの事前視察も始まるので、そこ

でもしっかりと倉敷をPRしていきます。今後、海外から多

くの観光客が日本を訪れるようになるでしょう。世界から

倉敷に来ていただくため、倉敷の文化や食材でおもてなし

をして、世界に向けて観光PRにも力を入れていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

梶田
か じ た

 秀児
しゅうじ

  さん 
1964年6月6日生まれ 

プルデンシャル生命保険株式会社 

岡山支社 課長 

国立島根大学理学部地質学科卒業 

スポンサー：藤原京子 

 

この度は伝統ある倉敷ライオンズクラブへの入会をご承認

いただき、誠に有り難うございます。当クラブでは青少年健

全育成を中心に活動されているとお聞きしています。青少年

の育成はこれからの倉敷の発展に欠かせないものと考えてお

り地域の活動でお手伝いをさせて頂いた事もありました。人

生の大半を倉敷で過ごしてきた私としてはライオンズクラブ

の活動を通して愛すべき倉敷に恩返しが出来ると期待をして

おります。 

若輩者ではございますが皆様にお役に立てるよう精進して

まいりますので今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 
 
 
 

1月第二例会閉会の挨拶は、三村英世さん。 

伊東市長が出馬される際のエピソードやライオンズメンバー

との絆、今までの素晴らしい実績、活躍などお話しいただ

き、最後は元気よくライオンズ・ローアで締めていただきま

した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ゲストスピーチ 

1月第二例会 

倉敷市長 伊東香織さん 

 

 

1月第一例会 

 

1月第二例会 

 



■第1544回例会報告（2023.1.11）     

出席者40名    欠席者19名   

純例会出席率68%  

メークアップ後出席率69％ 

【幹事報告】 
1．10月に入会されました藤森さんの手帳用のシ

ールを本日お配りしました。手帳に各自お貼りく

ださい。2.本日入会されました 梶田さんは計画

親睦委員会に所属して頂きます。委員会の皆様、

よろしくお願いいたします。3.認証 65 周年式典

の際に、清水ゆきさんのCDを買われた方で、まだ

貰っておられない方は、本日受付に置いておりま

すので、各自お取りください。お願いします。 

4.本日 18：30 から倉敷国際ホテルにて定例理事

会を開催予定です。5.次回例会は来週 18 日

(水)12：15～です。市長が来られる予定です。 

■第1545回例会報告（2023.1.18）     

出席者44名    欠席者15名   

純例会出席率75%  

メークアップ後出席率79％ 

【承認事項】 

先日1/11(水)に行われた定例理事会にて下記3点

が承認されました。1.上期ガバナーズアワードは

例年通り、倉敷工芸秀作展を申請する事で承認さ

れました。2.ファジアーノサポーティングパート

ナー更新について、来期もブロンズパートナー

（55.000円）でサポートする事が承認されました。 

3.メンバーの梶谷芳昭さんが、健康上の理由によ

り、不在会員へ会員種別を変更する事が承認され

ました。 

【幹事報告】 
1．本年度ＺＣをされております新倉敷ライオン

ズクラブよりご連絡がありました。2月 8日(水)

に予定しておりました 5Ｒ ＺＣ杯親善ボウリン

グ大会は、コロナの感染状況、また 5Ｒ内の意見

を鑑み、中止とします。2.4/5(水)花見例会は、大

人限定で同伴可能とする方向で進めていくことが

決まりました。計画親睦委員会の皆様、よろしく

お願いいたします。3. 1/21 日(土)14：00～第 3

回キャビネット会議が開催されます。当クラブよ

り 5Ｒ ＧＭＴ/ＦＷＴ委員の小田さんが出席さ

れます。4. キャビネットより薬物乱用防止教室 

認定講師養成講座のご案内は来ております。3 月

3日(金)13：00～16：20までです。年に1回の講

座ですので、期限が迫っている方は是非ご出席く

ださい。更新が必要な方、委員会メンバーには別

途ご案内をお送りします。 

 

DONATION 

《第1544回例会 1月11日》 
●誕生祝（各50枚） 
金光さん、川崎さん、田村さん、出宮さん、 
長谷川さん、原淳さん、藤井孝さん、 
吉田さん。 
 
●いつまでもお幸せに（各50枚） 
小野鈴さん、木曽さん、宮田さん、 
村山さん。 
●中井さん(50枚) 
初春を迎えた慶びとともに、新年最初の例
会を開催できたことを感謝します。今年も
一年間、ライオンズクラブメンバーの皆さ

まが健康であり、地域と世界において益々
ご活躍なされますように。 
 

●上西さん(100枚) 
今年初例会のメンバースピーチ光栄に存じます。

残された僅かな人生、思い切りしゃべれる様に

今後も頑張りますので今後共よろしくお願いい

たします。  

 

●永田さん（100枚) 
明けましておめでとうございます。今日は診察

日に当たり欠席いたします。上西先生のスピー

チを楽しみにしておりましたが、誠に残念で

す。私は歴の上では八十八歳となりますが、皆

様からお力を頂き元気で過ごして来れましたこ

とを大変ありがたく思っております。また出席

させて頂きます。 

 

●藤原京さん（50枚) 
長年の念願でした梶田秀児さんの入会式を新年

第一例会にて行うことが出来、大変嬉しく思っ

ております。これから梶田さんを宜しくお願い

します。 

 

●小川京さん（30枚) 
家族と一緒のクリスマス例会にはなりませんで

したが、楽しい夜例会となりました。ゲストへ

の花束を用意して下さった木曽先生に感謝で

す。ありがとうございました。 

 

●三宅さん（100枚) 
今年は卯年となり、ピョンピョンと飛び跳ね年

女として更なる飛躍を目指し頑張ります。 

 

●梶田さん（50枚) 
本日入会しました。よろしくお願いいたしま

す。 

 

●メンバー一同（各10枚×58名=580枚) 
新年あけましておめでとうございます。 

 

《第1545回例会 1月18日》 
●岡さん（100枚) 
伊東市長、年末年始、G7労働雇用大臣会合開催

準備なので多忙をきわめておられる中、ようこ

そお越しくださいました。今年もお元気で市政

運営に取り組んでください。応援しています。

今日は法人会と重なり、市長のお話しが聞けず

誠に残念です。ごめんなさい。 

 

●中井さん（100枚) 
伊東香織市長、明けましておめでとうございま

す。本年も倉敷ライオンズクラブ例会にお越し

くださり、貴重なお時間をご一緒いただけたこ

とに感謝いたします。これからも応援していま

す！！ 

 

●三村さん（50枚) 
伊東市長、これからもお元気で頑張ってくださ

い。 

 

 

 

 

●女子一同（各10枚×12=120枚) 
2008年全国最年少の女性市長として倉敷へお嫁

に来たつもりで市政に取り組まれてもう15年。

この間世界で活躍する100人の中に選ばれるな

ど伊東市長は倉敷の誇りです。なので、しっか

りご飯を食べて、ますますご活躍ください。ラ

イオン女子は母の気持ちで見守り、応援してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  11:30～第4回臨時理事会 

12:15～第一例会(第1546回) 

  例会後～PR・IT委員会 

15日(水)倉敷国際ホテル 

  18:30～第二例会(第1547回) 

24日(金)倉敷アイビースクエア 

  18:30～第 3 回ガバナー諮問委員会 

 

3月 行事予定 

1日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第一例会(第1548回) 

  例会後～PR・IT委員会 

3日(金)岡山シティホテル桑田町別館 

  13:00～薬物乱用防止教室認定講師養成講座  

12日(日)倉敷芸文館 

  5R 合同アクト ツーデーマーチ甘酒接待 

15日(水)倉敷国際ホテル 

  18:30～第二例会(第1549回) 

22日(火)鬼ノ城G.C. 

8:30～ゴルフ同好会例会 

1月誕生祝い 

1月いつまでもお幸せに 


