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第３９回青少年健全育成チャリティ 

「 倉 敷 現 代 工 芸 秀 作 展 」 
2019年10月16日(水) ギャラリー十露 
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〈倉敷現代工芸秀作展値付け〉

け作業 

 

 

第39回青少年

健全育成チャリ

ティ「倉敷現代

工芸秀作展」を

10月16日（水）

から20日（日）

までの5日間、倉

敷美観地区内の

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からのご祝

辞、難波会長の挨拶の後、皆さまにご心配頂いたテープ

カットを無事実施して開場となりました。 

社会アクト委員会では 6 月から会合を重ねて準備を

進めてきましたが、協力作家の高齢化や個展とも重なっ

たことなどから作品収集に苦慮する中、クラブメンバー

のご協力により新たに 3 名の作家の先生がご出品して

くださるなどして、110点もの作品を展示することが出

来ました。倉敷屏風祭りと重なる土日には多数の来場者

があり、同会場での岡荘一郎さんのRSKラジオ生放送ご

出演、最終日曜日には

伊東倉敷市長もご来

場くださるなど、充実

した催事となりまし

た。 

作品をお寄せ下さ

った作家の先生方、入

札にご参加下さった

方々、報道関係者、そ

して当クラブ会員各位に

厚くお礼を申し上げます。        

（記：森本 肇） 

 

 

さる10月8日に岡

邸で現代工芸秀作

展に向けた値付け

作業が開催されま

した。各作家から合

計110点におよぶ作

品が寄せられ、現代

の秀作工芸品を愛でながら慎重に値付け協議がなされ

ました。工芸品が一堂に会した光景と、その背景にある

作家とメンバーの信頼関係を想起するとき、現代工芸秀

作展は一度やめると、二度とできなくなる、との言葉の      

重さを実感いたします。  （記：中井大介） 

 

 

 

当クラブでは、現在、社会アクト事業として「倉敷現代

工芸秀作展」、「ちびっ子フェスティバル」、「薬物乱用防止

教室」を独自展開しています。 

 この根拠を探るためクラブスローガンの変遷を辿っ

てみました。当クラブに初めてスローガンが登場したの

は昭和51年で、当時は街の美化を訴え、アイバンク運動

に共鳴する時期がしばらく続きました。昭和58年には青

少年健全育成を目指す言葉が現れ、その後、大きなテーマ

になりました。 

 アクティビティもそれまでの街の美化活動、献眼登

録の推進に加え、おもちゃづくり大会、縄跳び大会などが

加わりました。特に、「倉敷現代工芸秀作展」のスタート

は当クラブのアクティビティを大きく転換させるものと

なりました。 

昭和 56 年にスタートした

「倉敷市内代表作家チャリ

ティ美術展」は「チャリティ

茶掛け展」、「現代陶芸秀作

展」と名称を変え、昭和61年

には「倉敷現代工芸秀作展」

となり、第 39 回目を迎えた

現在まで続いています。 

収益金も当初は倉敷市内障害者施設やスリランカへ贈

っていましたが、3年目には青少年健全育成事業費に充当

するようになり、平成 3 年からは「ちびっ子フェスティ

バル」の開催資金に充てられるようになりました。さらに、

平成 7 年からは「ちびっ子フェスティバル」のプログラ

ムにサッカースクールが加わったこともあり、現在のよ

うなアクティビティの安定開催への道筋が出来上がりま

した。 

一方、「薬物乱用防止」は古くて新しい課題で、昭和60

年頃には他クラブと合同で覚醒剤防止キャンペーン活動

を展開していましたが、平成29年に装いを改め学童を対

象にした「薬物乱用防止教室」を立ち上げ、徐々に実績を

積んでいます。先輩方の築いた実績に敬意を表し、時代の

要請を機敏に受け止め、将来に誇れるアクティビティを

目指したいものです。         (記：山本俊夫) 

 

 
 
 
 
 

 

 

～アクティビティの温故知新～ 
－その変遷をたどる－ 

 



 

 

 

 

 

 

『認知症サポーター講習会』 L.片山禎夫 

 

  

 

 

 

 

 

『倉敷現代工芸秀作展の歴史について』 

記：L.岡荘一郎 スピーチ：L.上西孝道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月4日【瀨戸内海・海ごみフォーラム in おかやま】

が“ＮＰＯ法人グリーンパートナーおかやま”の運営で開

催されライオンズクラブから参加しました。県立神戸商業

高校と市立後楽館高校の事例発表。九州大学磯辺篤彦教授

の講演、パネルディスカッションと多彩な企画でした。 

マイクロプラスチックごみの研究を進めている磯辺教

授の講演では「海底ごみの大半はプラスティックごみな

ど陸域起源の生活系のものであり、全国で海岸周辺のご

み回収が行われているが、目立った地域の回収だけで年

間30億円使われている。海底に堆積したごみの回収に

ついては、関心の高い漁協や自治体が行っている程度。」

とのことでした。 

10月の倉敷クラブの例会で「30年前には底引き網で上

がったごみを海に戻し・・」と話しましたが、現在、日

生漁協では持ち帰って行政に処理をお願いし海底ごみは

大変少な

くなった

とのこと

でした。

ただ、限

られた漁

場でのこ

とと思い

ます。 

(記：岡本良夫) 

 

 

 

 

L.小野更生 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

我らボウリング同好会は、ゾーン・チェア・パーソン

杯親善ボウリング大会での数々の団体優勝・個人受賞歴の

ある名門同好会です。とはいえ、活動はボウリングの上

手・下手は関係なく、月に1回アミパラボールで男女それ

ぞれ初心者からベテラン、ヤングからシルバーまで和気

藹々と楽しく汗を流しています。 

今年度もゾーン・チェア・パーソン杯親善ボウリング大

会に出場しますが、その前にミニ大会を開催予定で、高額

商品および懇親会での盛り上がりも楽しみのひとつです。 

ボウリング好きの方、日頃のストレス発散したい方、是

非、同好会に入会してください。一緒に練習しましょう。

(記：渡邉義友) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年  

☆クリスマス家族例会予告☆ 

とき：12月18日(水)18：00～ 

受付：17：30より 

ところ：倉敷国際ホテル  
 

楽しい企画と美味しいご馳走･･･ 

たくさんのプレゼント！ 

只今、計画･親睦委員会にて 

計画中♪ 

どうぞご期待ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第1491回例会報告              
（2019.10.2） 

出席者35名欠席者22名 

純例会出席率61% 

メークアップ後出席率70% 

【承認事項】 

1.クリスマス家族例会の会費が例年通り、会

員￥8,000-、中学生以上￥6,000-、3 歳以上

￥2,000-で承認されました。2.倉敷中央LC55

周年記念式典お祝い金を内規に基づき 5万円

とすることが承認されました。3.倉敷東LC50

周年記念式典お祝い金を内規に基づき 5万円

とし、登録料については半額をクラブ、半額

を参加者自身が負担することが承認されまた。 

4.沼津 LC 認証 60 周年記念式典参加者の自

己負担額をメンバー・家族ともに一人につき

20,000円とすることが承認されました。 

【幹事報告】 

1.名誉会員の加藤勝信さんが、厚生労働大臣

に就任されましたので、クラブよりお花をお

送りしました。2.木曽さんと、野上さんに娘

さんの結婚祝いをお送りしました。3.第 39

回「倉敷現代工芸秀作展」を 10 月 16 日

(水)10：00～開催致します。教育長のテープ

カットは9：45～です。多数の御参加をお待

ちしております。本日、会期中の当番ご協力

のお願いを各テーブルの上に置いておりま

す。そちらも是非ご記入をお願いします。 

4.キャビネットより、『アラートセミナー開

催のご案内』が届いています。10 月 26 日

(土)11：30～、登録料4,000円となっており

ます。詳しくは各テーブルの上のバインダー

をご覧ください。5.認知症サポーター講習会

に初めて出席され、アンケートに答えられた

方に漏れなくサポーターの証（あかし）オレ

ンジリングが授与されます。アンケートは会

報と一緒に席にお配りしております。 

■ 第1492回例会報告        

（2019.10.16） 

出席者32名欠席者25名 

純例会出席率56% 

メークアップ後出席率75% 

【幹事報告】 

1.キャビネットより海洋汚染に関する『海ご

みフォーラム』の案内が届いております。11

月 4日(日)13:30～ピュアリティまきびで開

催されます。詳しくは机の上のバインダーを

ご覧ください。2.小野更生さんが終身会員と

なられました。3.今後の例会開催についての

アンケートを行っております。回答は事務局

までお願いします。4.倉敷東ライオンズクラ

ブより「6中学校弁論発表会開催」の案内が

来ております。11 月 16 日(土)13:00～倉敷

健康福祉プラザで開催されます。入場は無料。 

 

DONATION 

《第1491回例会 10月2日》 

●誕生祝(各50枚) 

野上さん、河田さん、深井さん、瀬戸さん 

●結婚祝(各50枚) 

梶谷さん、小川さん、吉田さん、川崎さん、 

山本さん 

●片山さん(100枚) 

9 月 21 日オレンジメモリーウォーク皆様の
御蔭で無事盛大に開催する事が出来ました。
本当にありがとうございました。認知機能が
低下しても気持ちよく暮らせる街作り。 

●難波成美さん(50枚) 

9 月 18 日お月見例会ご参加ありがとうござ
いました。早秋の月夜を楽しんで頂けました
でしょうか？次は 12月のクリスマス例会で
す。お楽しみを多数ご用意し計画しておりま
す。皆様のご参加をおまちしています。 

●大月さん(50枚) 

この度体調を崩しましてお休みを頂いてい
ましたが元気になりました。今後共よろしく
お願い致します。 

●野上さん(100枚) 

娘の結婚祝いありがとうございました。 

●木曽さん(100枚) 

9 月 14 日フランス西部のツールーズ市で娘
が現地の男性と家庭的な結婚式を挙げまし
た。たくさんのお祝いのメッセージをありが
とうございました。 

●永田さん(100枚) 

ごぶさたしています！足の捻挫で歩くこと
が少し不自由な毎日ですが、次回例会には出
席出来るよう頑張ります。 

《第1492回例会 10月16日》 

●倉敷ライオンズクラブ女子一同 

井上さん・大月さん・小野鈴江さん・中原さ
ん・難波成美さん・野上さん・藤原さん・松
永さん・三宅さん・宮田さん(各10枚) 

永田先生、久しぶりに例会出席頂き、元気な
お顔にお会いでき、女子一同嬉しいです。 

●古和さん(100枚) 

10月13日(日)阿知三丁目再開発着工の記念
式典を行いました。ニュースでご覧になった
方もおられると思いますが、これから2年余
りの間市民の皆さんには工事中何かとご不
便やご迷惑をかけると思いますが宜しくお
願いします。 

●西原さん(100枚) 

現代工芸秀作展おめでとうございます。 

●中井さん(50枚) 

このたび現代工芸秀作展のために、友人の真
しん

右
え

エ門
も ん

窯
がま

さんより作品をご寄贈頂きました。

皆さんの入札期待しています！ 

●小野更生さん(100枚) 

終身会員認証式に出席させて頂きました。 

ありがとうございます。 

 

 

 

 

●木曽さん(30枚) 

今月 10 月 3日、母が元気で 97 歳の誕生日
を迎えました。100歳まで行けそうです。 

●難波敢さん(200枚) 

倉敷現代工芸秀作展が午前10時のオープニ
ンセレモニーで始まりました。社会アクト委
員会の皆さまの御苦労と商品の完売を願い。 

●永田さん(50枚) 

本当に久しぶりに出て参りました。長期休み
ましてまことに申し訳ありません。みな様の
エネルギーをたくさんいただきたく宜しく
お願いいたします。 

倉敷ライオンズクラブ発行 

会  長：難 波  敢  幹  事：中 井 大 介  PR・IT委員長：森 川 政 典  

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/ 

  11月 行事予定 
3日(日)11:00～倉敷アイビｰスクエア 

      倉敷東 LC 認証 50 周年記念式典 

6日(水)12：15～倉敷国際ホテル  

第一例会(1493回) 

12日(火)18:30～倉敷福祉プラザ 

        336－B 地区第 66 回地区年次大会 

               各部会長副部会長会議 

15日(金)18:30～倉敷国際ホテル 

        第2回諮問委員会 

19日(火)18:30～浜吉 

        社会アクト委員会 

20日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

        第二例会(1494回) 

     18:30～倉敷物語館 

        計画親睦委員会 

12月 行事予定 
4日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

第一例会(1495回)) 

13日(金)18:30～倉敷物語館 

        青少年育成・YE委員会 

16日(水)12:15～倉敷国際ホテル 

      クリスマス家族例会(1496回) 

 


