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～決意も新たに～ 
次期役員任命式  平成 29 年 6 月 21 日 (水 ) 倉敷国際ホテル 

   

歴史をつなぎ次の時代へ“みちびき” (
倉  敷  Ｌ  Ｃ  

 スローガン ) 
 

『 未 来 に 繋 ぐ  美 し き 心 と 地 域 』 (
336－ B 地区  

 スローガン ) 
 



 

～歴史をつなぎ次の時代へ“みちびき”～ 

会長  岡本良夫 

一つの暦の節目を迎え新た

なスタートというときに会長を拝

命することになりました。認証６

０周年記念誌の標題に“つなぐ”

とありますのでスローガンを 

歴史をつなぎ次の時代へ“み

ちびき”とします。今年から次々

と打ち上げらる衛星の総称“み

ちびき”も頂きました。張りぼてのスローガンですが、各

委員長さんを筆頭にメンバーの皆さんが色々考えて新

たな提案をしてくださっています。そして連絡をとりあっ

てチームワークも素晴らしいので、良いスタートダッシュ

が切れています。これまでの遺産を大切にし、さらに立

派な道を切り開きながら、新鮮な気持ちで前進し続けま

しょう。よろしくお願いいたします。 

幹事  中桐 潔 

この度、幹事という大役を仰

せつかりました中桐です。60周

年記念事業も大方終わり、新た

な一歩を踏み出す年に名誉あ

る職に就かせていただきますこ

と、心より感謝申し上げます。

大変身の引き締まる思いと、職

が全うできるか心配と不安はあ

りますが、人間を研くチャンスを

いただいたことに感謝し、岡本

会長のもと緊張感を絶やすことなくウィ・サーブの精神で

頑張らせていただきます。なかなか経験できない事にも

積極的にチャレンジし充実した１年にしたいと思っており

ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。会員皆様

のご支援ご指導をお願い申し上げ、ご挨拶と致します。 

 

会計 胡 森雄 

 この度、会計いう大役を拝命

され、まだまだ未熟な私ですが

勉強の機会を与えて頂いたと

思い、会員の皆様よりお預かり

した貴重な会費やドネーション

などを大切に活用させて頂き、

１年間精一杯勤めたいと思いま

す。今年はクラブの還暦という

新たな始まりの年でもあり、私も

入会して 8 年目を迎えており、倉敷 LC の一員として自

由、友愛、社会奉仕の向上に努めたいと思っております。

今年度会長スローガンは「歴史をつなぎ次の時代へ“み

ちびき”」でございます。会長の元、全員参加で友情を

大切にした元気なクラブ精神を次世代へ“みちびき“出

来ますよう皆様方の御指導御協力をお願い致します。 

第一副会長 木曽昭光 

今年度岡本会長・中桐幹

事の元で第一副会長を仰せ

つかりました。計画親睦委員

会を主に担当致しますが、ク

ラブ運営全般において会長・

幹事と共にあたかも正三角

形の如くにしっかりサポートし

て参りたいと存じます。クラブ

の諸先輩の方々から受け継いだ倉敷クラブの誇るべき

伝統を伝承し、後世に伝える事も重要な職務と考えます。

また、1 年を通して新しい人材を迎える事も大切です。

新進気鋭の若い方やクラブで大きな力になっている女

性会員の入会を願っております。最後にクラブの誓いは

We Serve です。決して I  Serve では有りません。全

ての会員諸兄の御協力を宜しくお願い致します。 

 

第二副会長  西原二郎 

今年度、第二副会長を仰

せつかりました西原でござい

ます。岡本会長のもと青少年

育成委員会 深井委員長・Ｐ

ＲＩＴ委員会 山本委員長と

共に一年間しっかりと携わっ

て参りたいと存じます。今年

度の「ちびっこサッカースク

ール」の開催においては日程の都合上１月６日の開催

になり年明け早々の事業となります。例年以上にメンバ

ーのご協力を頂きながら事故など無いよう取り組みたい

と存じます。また、会報発行におきましても創意工夫を

凝らしてより良いものにしていく所存であります。それで

は一年間何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

第三副会長 森川政典 

今年度、第三副会長という大

役を拝命いたしました。全てが

初めての事です。何も分かりま

せん。「何もしなくてよい。」とい

う諸先輩ライオンに囲まれた中

で、既に身動きは取れません。

正にライオンに囲まれた○○で

す。実際は、アイヘルス・アイバ

ンク、薬物乱用防止、社会アク

トなどが主な取り組みの事業と感じています。実務は各

ベテラン委員長にお任せしながら、各委員会相互の交

流、アクトを通じて、倉敷ライオンズクラブの活動が益々

充実したものとなりますよう、微力ではございますが、お

手伝いできればと願っています。岡本会長の思いを形

にするため、みなまさのご指導とご鞭撻、ご協力の程、

何卒よろしくお願い申し上げます。 



 

当クラブは昭和 32 年 6 月 26 日に結成され、11

月 3 日のチャーターナイトで認証されました。今

年、クラブ認証 60周年にあたり、5 月 13日には倉

敷アイビースクエアにおいて、多くのご来賓、お客

様を迎えて記念式典を開催するとともに「ウィーン

少年合唱団｣による記念コンサートや「倉敷みらい

公園」の藤棚増設とベンチの寄贈などの記念事業を

実施しました。今日までクラブを育てて下さった先

輩諸氏のご功績を称えるとともにご尽力に感謝し

ながら取り組み、60周年に相応しい心に残る事業

を実施することができました。11月 3日に開催予

定のチャーターナイトの記事と併せ改めてご報告

いたしますが、概要は次の通りです。(記：山本俊夫)

 

 

 

「ともに祝う」 

記念式典に参加できなかっ

た会員には記念誌と記念品を

お届けしました。その内、岩佐

名誉会員には藤原前会長、小野

鈴江さんが伺いました。岩佐さ

んもお元気で、例会にも出席し

たいとのことでした。 

 

 

 

GLT 委員 莖田信之 

この度地区委員である GLT

委員に就任致しました。GLT と

は  Global Leadership Team

（グローバル  リーダーシップ 

チーム）の略であり、GLT 委員

ではリーダーを養成するため、

そして３３６－B 地区を元気に

するために活動すると聞いてお

ります。 

まだまだライオン歴の浅い私には、あまりに大役なの

ではと感じ始めたところではありますが、よりライオンズを

知り、他のリジョンの方を含め、様々な方と出会い交流

することができる、またとない機会ですので、有意義なも

のになるよう取り組んでいきたいと思います。 

GLT 委員では、今年も研修などの活動を行い、皆様

にもご協力をお願いすることがあろうかと思います。何卒、

よろしくお願い致します。 

  

☆メンバースピーチ(6月 7日第一例会)☆ 

『気を失った！私だったらどうする？』   L.沢山俊民 

☆メンバースピーチ（6月 21日第二例会）☆ 

『60周年記念事業について～裏話～』  L.岡荘一郎 

記念アクトとして藤棚増設＆ベンチ寄贈 

ウィーン少年合唱団を招聘 

 

 

 

L.沢山 L.岡 

記念式典にて会長挨拶 

6 月誕生祝 

6 月結婚祝 



■  第 1435 回会報告  

（2017.6.7）  

出席者 44 名欠席者 20 名  

純例会出席率 69% 

メークアップ後出席率 83% 

【承認事項】  

①花見例会の収支報告が承認されました  

支出額￥508.500 尚￥54.700 家族会補

助費より充当②次期 GLT 委員に L.莖田

が選出され承認されました。③加藤勝信

大臣を年間 3 万円の名誉会員へ変更が

承認されました  

【幹事報告】  

①336-B 複合地区第 63 回年次大会より

お礼が届いています。②9 日次期 GLT 委

員会がキャビネットにて開催予定です。

GLT 委員の莖田さんが出席します。③14

日 13：00～万寿東小学校で第三回薬物

乱用防止教室が開催予定です。是非ご

参加下さい。④16 日次期会長幹事会が

倉敷阿知 LC 事務局で開催されます。次

期会長幹事の岡本さん、中桐さんが出席

します。⑤21 日に新旧理事会、26 日に準

備理事会を予定しています。⑥手帳のプロ

フィールを回しています。必ずご確認頂き

ますようお願いします。  

■  第 1436 回例会報告  

（2017.6.21）  

出席者 42 名欠席者 22 名  

純例会出席率 66% 

メークアップ後出席率 81% 

【承認事項】  

①ご報告としまして、持ち回り理事会にて

増井さんの交代会員  藤井

ふじい

徹

てつ

海

み

 さんの

入会が承認されました。入会式は 7 月 5

日 (第一例会 )に行います。  

【幹事報告】  

①キャビネットより 2017-2018 第一回キャ

ビネット会議のご案内が届いております。

次期 GLT 委員  莖田さんが参加予定で

す。②年度末が近くなっております。ファイ

ン・ドネーション等未収金の清算にご協力

をお願い致します。③本日会費納入用紙

をお配りしております。例会場での集金は

手数料がかかりません。④7 月 19 日第二

例会に行います。⑤手帳のプロフィールを

回しています。必ずご確認頂きますようお

願いします。  

DONATION 

《第 1435 回例会 6 月 7 日》  

●誕生祝（各 50 枚） 

上西さん、小川洋さん、梶谷さん、  

中西さん、増井さん、三村さん。    

 

●結婚祝（各 50 枚） 

原さん、西原さん、中桐さん、池本さん。 

 

●岡本さん（500 枚） 

次期の準備で忙しい時に、ホールインワンを

やってしまいました。初めてです。会長を受け

たご褒美でしょうか？  

●中井さん（100 枚）  

1917 年 6 月 7 日から 100 年。ライオンズクラ

ブ 100 歳の誕生日おめでとうございます！  

●木曽さん（30 枚）  

倉吉ライオンズクラブ主催の薬物乱用防止

教室の報告をさせて頂きました。  

●増井さん（現金 100 枚） 

6 月会報に退会挨拶と表紙に写真掲載され

ました。ご配慮に感謝。  

●中原さん（現金 100 枚） 

60 周年という輝かしい歴史を刻んだ祝宴に

乾杯のワインを納めさせて頂きありがとうござ

いました。  

●  OB 阿部さん（現金 100 枚） 

60 周年式典祝宴おめでとうございました。  

《第 1436 回例会 6 月 21 日》  

●藤原京さん（300 枚） 

皆様の御協力により無事１年を経て港へ。お

力添えに感謝感謝です。   

●石伊さん（100 枚） 

無事幹事業務終了と成り御協力頂き感謝

致しますと共に御礼申し上げます。  

●難波敢さん（100 枚） 

藤原丸の無事帰港を祝い！  

●岡さん（300 枚）  

60 周年事業大成功の内に終りありがとうござ

いました。又メンバースピーチを藤原会長最

終例会でさせて頂きありがとうございます。  

●井上きさん、大月さん、小川京さん、小野鈴さ

ん、中原さん、永田さん、三宅さん、宮田さん、

森山さん、難波成さん、野上さん（各 10 枚） 

藤原会長 1 年間お疲れ様でした。女子会一

同の誇りです。  

●難波成さん（100 枚） 

60 周年記念式典、前日当日含め何もお手

伝いできず申し訳ない気持ちで一杯です。

次回は必ず参加したいです。お疲れ様でし

た。 

●沢山さん（200 枚）  

健康講座「気を失った！」のスピーチ後に当

の本人が気を失ってしまいました。諸検査で

も著変なしで帰宅しました。とんだご迷惑をお

かけしました。  

●中原さん（50 枚）  

PR・IT 委員長精一杯頑張りました。皆様の

寛大なお心で無事１年終えほっとしました。  

●池本さん、大月さん、片山さん、深井さん、

三宅さん、山本さん（各 50 枚） 

この程無事１年生を終えました。多忙な中に

も得難い経験をさせて頂きました。  

●古和さん（50 枚）  

1 年間計画親睦委員

長をさせて頂きました。

委員会メンバーの方も

ご苦労様でした。  

 

●永田さん（100 枚） 

藤原京子会長の 60 周年にかける思いと素

晴らしい御活躍に感動しております。  

●永田さん（50 枚） 

増井 .L が今日で退会。色々お世話になりま

した。又お目にかかれます様に。  

●永田さん（50 枚） 

倉敷木鶏クラブ 5 周年講演会に多くの方

にお越し頂きまして有難うございました。 
●木曽さん（50 枚） 

藤原会長以下役員の皆様方 1 年間お疲れ

様でした。記録より記憶に残る 1 年でした。  

●木曽さん（30 枚） 

万寿東小学校で薬物乱用防止教室を開催。

立派な感想文を頂きました。  

●野上さん（30 枚） 

田舎の母と弟と美観地区を人力車にて観光。

倉敷の歴史について初めて聞くものもあり勉

強になりました。  

●上西さん（50 枚） 

本日は歴の上では夏至です。6 月は祝日が

ないため此の日を祝日にしてはと云う話があ

るようですが、旧暦の為毎年違った日になる

事が頭痛のたねだそうです。  

●武政さん（50 枚） 

ライオンテーマーとして 1 年間終える事が出

来ました。ありがとうございました。  

●小野鈴さん（50 枚） 

テールツイスターとして 1 年間終えました。時

には声掛けしてドネーションをお願いする事も

ありましたが、皆様快く応じて下さりありがとう

ございました。  

●小野順さん（100 枚） 

お餞別ありがとうございました。  

●増井さん（300 枚） 

お餞別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 ：岡 本 良 夫  幹  事 ：中 桐  潔  PR 委員長：山 本 俊 夫  

事 務 局：倉敷市白楽町 411-1 6F  電話（０８６）４２２－７１２６ 

例 会 場：倉敷市中 1丁目 1-44    電話（０８６）４２２－５１４１ 

HP：http://www.kurashiki-lions.org/ 

 

    7 月 行事予定  
   

5 日(水)12:15～倉敷国際ホテル  

     第一例会(第 1436 回) 

13 日(木)18:30～ままかり亭  

     青少年委員会  

19 日(水)12:15～倉敷国際ホテル  

第二例会(第 1437 回 ) 

26 日(水)18:30～倉敷物語館  

     計画親睦委員会  

 

 

 

 




