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第 20回 5R-1Z・2Zゾーン・チェアパーソン杯 

親 善 ボ ウ リ ン グ 大 会  
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更なる一歩踏み込む姿勢で“ウィサーブ！”(
倉 敷 Ｌ Ｃ  

スローガン ) 
 

『 Ｗ ｅ  Ｓ ｅ ｒ ｖ ｅ ！ へ の ビ ジ ョ ン 』(
336－B地区  

スローガン ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～薬物乱用防止教室～  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
倉敷市立霞丘小学校にお

いて、親子で学ぶ「薬物乱用

防止教室」を 1月 26日に開

催しました。同校は、倉敷市

連島町に立地する児童数 8

名の小規模校です。クラブ

からは児童数と同数の 8 名

の講師と倉敷芸術科学大学の学生1名が参加しました。まず、小

学生向けの分かり易いDVDを視聴し、講師経験の豊富な木曽院

長による講話がなされました。 そして、大学生が 6 年生の女子

児童を相手に巧みに薬物を勧める寸劇を披露し、会場は大いに

盛り上がりました。最後に、大麻草や薬物のリアルな模型や写真

パネルで薬物の怖さを五感で学び、薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

と全員で唱和しました。地域の

宝であり、未来を担う子ども達を

薬物乱用から守ることは、我々

おとなの責務です。これからも

薬物乱用防止に向けて、地道な

活動を着実に積み重ねていきま

しょう。       (記：小山悦司) 

 
 

2月8日、倉敷東小学

校で薬物乱用防止教室

を開きました。6 年生 51

名と保護者の方に聴講し

ていただきました。倉敷

東小学校での開催は 3

年連続で、来年もよろしく

と校長先生にお願いされました。丁寧に生徒全員の感想文を送

っていただきましたので、その一文を掲載します。 

本日は薬物乱用防止について教えてくださってありがとうござ

いました。ぼくは、話を聞くまで、あまり薬物乱用については知り

ませんでした。薬物乱用で脳や臓器に悪いということがよく分かり

ました。ヘロインや大麻草などいろんな薬があり、そのサンプル

を見ました。これからは薬物乱用防止教室を生かして薬には気

を付けようと思います。 「薬物乱用はダメ！ ゼッタイ！」 

「ダメ！ ゼッタイ！」) 

 (記：岡本良夫) 

 

 

 

2 月 20 日に５R-1Z・2Z ZC杯ボウリング大会が開催され

ました。今年は ZCが L.木曽ということもあり、団体優勝を目

標に気合を入れて大会に挑みました。結果は、個人優勝が

L.小川、5 位に L.高吉、45 位に L.石伊、BB 賞に L.室山、

ZC(おしどり)賞に L.深井、連覇を狙った団体では惜しくも準

優勝でした。 

 今年は当クラブがホストクラブであり、司会を L.川崎、開会

挨拶を L.木曽、選手宣誓を L.藤原麻衣が務めました。受付

業務をご多忙のなか多くの方に手伝っていただきました。皆

様のおかげで、大会が滞りなく、成功のうちに終わりました。 

 打ち上げでは新キャプテンに L.渡邉義友が選出され、次

大会の優勝奪回を誓い合いました。 

 皆様、本当にありがとうございました。（記：竹森朋巳）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人戦 

1位 小川洋一 53位 足立秀明 

5位 高吉一夫 56位 藤原麻衣 

18位 吉田雅昭 57位 小野鈴江 

26位 渡邉義友 63位 竹森朋巳 

27位 三村英世 64位 山本俊夫 

28位 木曽昭光 66位 古和 肇 

36位 川崎博 67位 小野更生 

43位 岡本良夫 71位 深井賀博 

45位 石伊繁文 BB 室山晃一 

49位 森本 肇   

 

選手宣誓！！ L.足立も参加くださいました！ 

45位賞 L.石伊 

連続優勝！ L.小川 

BB賞 L.室山 

おしどり賞 L.深井 

 団体戦 

 

優 勝 ： 倉敷天領LC 

準優勝 ： 倉敷LC 

3 位  ： 新倉敷LC 

4 位  ： 倉敷真備LC 

5 位  ： 倉敷中央LC 

6 位  ： 倉敷阿知LC 

7 位  ： 倉敷ほほえみLC 

8 位  ： 倉敷東LC 

 

寸劇を披露する児童と大学生 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月6日ちびっ子フェスティバルサッカースクール、そし

て2月1日のちびっ子フェスティバル反省会に多くの皆様に

参加して頂きありがとうございました。今年度より山陽ハイ

ツ（土）のグラウンドから倉敷運動公園陸上競技場（芝）の

グラウンドに変更になり大きな問題、大きなケガもなく無事

に終えることが出来子供達も楽しんでくれたと思います。次

年度の委員長さんには、今年度の反省・意見の対策をよろし

くお願いいたします。         （記：吉田雅昭）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～『巷で猛威をふるっている感染症 

(インフルエンザと麻疹)～ 

2月第二例会 L.木曽昭光 

インフルエンザはA香港型・B

ソ連型が人に移るウイルスで、昨

年末から日本では10年ぶりに大

流行しています。今もまだ感染が

終焉していません。ワクチンはA

型2種とB型2種を混合してあ

り、接種後2週間で抗体が出来て2～3 ｹ月間有効です。ただ

し75％しか効果が出ません。昨年からゾフルーザという新薬

が発売され、1回2錠飲むだけで早く治るようになりまし

た。 

今年も麻疹(はしか)が流行しています。若い年代は乳児期

にワクチン接種を受けていないので、麻疹が空気感染し、妊

娠初期に感染すると、先天異常を起す危険があります。血液

検査で抗体を測定し、陰性ならすぐにワクチン接種をして頂

きたいです。              (記：木曽昭光) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2月17日(日)倉敷アイビースクエア 

にて倉敷天領LCの認証35周年記 

念式典が開催されました。当クラブ 

より木曽ZC、石伊会長、深井幹事が 

出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月第一例会  

L.瀬戸秀一 

(大和ハウス工業㈱) 

 

2月第一例会  

L.藤波正裕 

(ハッピー歯科クリニック) 

 



■ 第1475回会報告              

（2019.2.6） 

出席者45名欠席者19名 

純例会出席率70% 

メークアップ後出席率80% 

【承認事項】 

1.第 28 回ちびっ子フェスティバルの収支報告が

承認されました。支出額合計が 1,532,764 円、予

算残が 267,236円となり、前回よりも約10万円支

出が減少しております。 

2.沼津LC認証60周年の当クラブ担当委員長を

藤原京子さんとすることで承認されました。 

 

【幹事報告】 

1. キャビネットより年次大会の本登録のお願い

が来ております。大会委員長よりクラブの 50％の

参加をお願いされておりますが、皆さまのテー

ブルにもお配りしており通り、現在当クラブよりは

7名となっております。どなたでもご参加できます

ので、是非ご参加をお願いいします。 

2.再々ご案内しておりますが、2/20(水)18：30～

5R ZC杯親善ボウリング大会がございます。ホス

トクラブになりますので、ご都合が宜しい方はご

協力をお願い致します。20 時頃からは浜吉で打

ち上げもございます。こちらも是非ご参加くださ

い。 

3.2/8(金)14：00～倉敷東小学校にて薬物乱用防

止教室を開催します。出席できる方がおられまし

たら事務局までお願いします。  

4.2/9(土)13：00～岡山商工会議所にて GMT・

GLT・FWT 合同セミナーが開催されます。当クラ

ブより木曽ZC、岡本前会長が出席されます。 

5.2/17(日)倉敷天領ライオンズクラブ認証35周年

記念式典が倉敷アイビースクエアにて開催され

ます。当クラブより木曽 ZC、石伊会長、深井幹事

が出席します。 

6.1 月に薬物乱用防止教室を行いました柳井原

小学校・霞ヶ丘小学校よりお礼文と感想文が届い

ております。テーブルにお配りしておりますので、

是非ご覧ください。 

 

■ 第1476回例会報告 

（2019.2.20） 

出席者38名欠席者26名 

純例会出席率59% 

メークアップ後出席率73% 

【幹事報告】 

1.作家の先生にお花をお送りしています。 

〇藤原六間堂水墨画展 岡山高島屋で

2/19(火)まで開催 

〇陶器とガラス(三宅玄佑先生・白神典大先

生)Gallreアトリエで2/19(火)～24(日)まで開

催 

2.キャビネットより年次大会の本登録のお願

いが来ております。大会委員長よりクラブの

50％の参加をお願いされておりますが、皆さま

のテーブルにもお配りしている通り、現在当ク

ラブよりは 12 名となっております。どなたで

もご参加できますので、是非ご参加をお願いい

します。 

3.本日 18：30～5R ZC 杯親善ボウリング大会

がございます。お陰様で当クラブより 19 名の

参加となりました。ホストクラブの為、準備等

の都合上、参加者・応援者の方は 17：00 に集

合をお願いいたします。 

4.2/27(水)18：30～倉敷国際ホテルにて第3回

ガバナー諮問委員会が開催されます。当クラブ

より、木曽ZC、石伊会長、中桐第一副会長、藤

原京子会員委員長、深井幹事が出席します。 

5.3/5(火)14：00～倉敷西小学校にて薬物乱用

防止教室を開催します。出席できる方がおられ

ましたら事務局までお願いします。  

6.3/6(水)18：30～合同事務局にて第2回5R合

同アクティビティ(甘酒接待)準備委員会が開

催されます。当クラブより、社会アクト副委員

長の森川さんが出席されます。 

7.3/10(日)倉敷芸文館にて 5R 合同アクトの倉

敷ツーデーマーチ甘酒接待が行われます。当日

のお手伝いをまだまだ募集しております。特に

午後を募集しております。皆様のテーブルにお

配りしておりますので、ご協力お願いいたしま

す。 

8.3/8(金)9(土)10(日)と倉敷マスカットスタ

ジアムにプロ野球オープン戦、楽天 VS 阪神・

西武のオープン戦が行われます。内野自由席の

親子ペアチケットを当クラブにて購入しまし

た。会員の皆様には本日朝、FAXにてご連絡し

ましたが、ご入用の方は、事務局までご遠慮な

くご連絡ください。（50組購入） 

 

DONATION 

《第1475回例会 2月6日》 
 

●上西さん（88枚+12枚） 

徒らに馬齢を重ねて 88 年、皆様に祝福をうけ

感謝。 

この上は卒寿・白寿という厳しい坂が待ってい

ますが、此の坂は、乗り越えられぬと思ってい

ますが頑張ります。 

古稀、米寿をお迎えの皆様おめでとうございま

す。 

 

●瀬戸さん（現金5.000円） 

伝統あるクラブのメンバーとしてスピーチさ

せて頂く栄誉に感謝して。 

 

●木曽さん（現金10.000円） 

古稀の祝いを頂きありがとうございました。

「古」を「新」に変え頑張ります。 

 

●高吉さん（100枚） 

色々どうもありがとうございました。 

 

 
 
 
 
 
 

《第1476回例会 2月20日》 
 

●木曽さん(30枚) 

今日はZC杯ボウリング大会です。 

19名で頑張りましょう！優勝祈願で。。。 

 

●古和さん(50枚) 

先日釣りクラブの「浜吉でフグを食べる会」を行い

ました。参加者が少なく、お店から客を増やせと

いう要望に、急遽参加してくださった原さん、中

井さん、吉田さん、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：石 伊 繁 文 幹  事：深 井 賀 博  PR 委員長：中 原 寛 子  

事 務 局：倉敷市西中新田 490-6 SQUARECOOP201 

       電話（０８６）４２２－７１２６ 

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

HP：http://www.kurashiki-lions.org/ 

         
3月 行事 
 

5日(火)14:00～倉敷西小学校  

薬物乱用防止教室 

6日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第1例会(第1477回) 

    18:30～合同事務局 

        第2回ツーデーマーチ準備会議 

9日(土)14:00～ホテルグランヴィア岡山 

        第4回キャビネット会議 

10日(日)10:00～倉敷芸文館 

瀬戸内ツーデーマーチ甘酒接待 

20日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第二例会(第1478回)                  

ゲストスピーチ:ファジアーノ岡山北川社長予定 

     18:30～倉敷アイビースクエア 

        計画親睦委員会 

 

 

 
4月 行事予定 

 
3日(水)18:00～倉敷アイビースクエア 

花見例会(第1479回) 

14日(日)9:00～玉野市総合体育館 

        第65回地区年次大会 

17日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第二例会(第1480回) 


