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初心を見つめ、楽しむ心で“We Serve” (
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新型コロナウイルスがその威力を増殖中のころ、“当クラブの会長に”との打診を戴きました。もとより、その器でもな
く、経験も無きに等しく、さらには遅咲きに過ぎることもあって逡巡したのですが、覚悟を決めました。その後間もなく、彼
のウイルスは瞬く間に世界大恐慌以来とか戦後最大とか言われるほどの激震を走らせました。 
そうした状況のもと、当初の想いから二転三転し、現在の社会情勢下では、原点に返る必要があるとの判断に至り、
クラブスローガンは、「 初心を見つめ、楽しむ心で “We Serve” 」としました。私としましては、その責務を果たすべ
く努力致す所存ですが、役員の皆様方のお知恵を拝借し、会員の方々の行動力を頼りに、私は“そうせい候”でありた
いとも思っております。何かとご迷惑をおかけすることも多いかと存じますが、どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、伝統ある倉敷ライオンズクラブの幹事の大役を命ぜられ、その重責に身の引き締まる思いで一杯です。山本会長の
提唱されるクラブスロ－ガン「初心を見つめ、楽しむ心で“We Ｓerve”」を胸に会長の女房役に徹したいと思います。 
先日ライオンと呼ばるる人、という詩を眼にする機会がありました。未熟な私ではありますが、いつの日かこの詩のような人間
になってみたい、そんな気持ちになっております。倉敷ライオンズクラブに入会を許され四年目を迎えます。未だ不勉強な身でご
迷惑をお掛けする事と思いますが、一人の百歩より百人の一歩の精神で皆様のご協力とご指導をいただきながら、幹事の役目
を果たしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

この度、会計という大役を仰せつかりました古和です。会計はドネーション報告と予算関係が主な仕事と思っていましたが、任
命にあたりクラブの3役という説明を聞き役職の重要さと責任の重さに改めて身の引き締まる思いです。初めて経験する役職で
分からないことも多々ありますがライオンズ精神『ウィサーブ』の精神を忘れず頑張りますので皆様方のご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願いします。コロナ問題で話題の多い年ですが色々な経験ができる年になりそうです。これから１年間宜しくお願いします。 

 

人類は新型コロナウイルスの影響により世界恐慌に陥り、感染防止、医療崩壊の危機を避ける中で、 新たな生活様式や価値
観が求められる苦渋の生活を強いられています。こういった厳しい環境の中で第一副会長という大役を拝命いたしました。次世
代が集中から分散型の社会基盤となることを考えると、ライオンズクラブの精神である“集い・楽しむこと”（奉仕の精神）の在り
方が変わるべきものと受けとめています。藤原京子計画親睦委員長はじめ、メンバーみなさまの知恵と努力により新たな楽しみ
方を工夫するチャンスと捉え、共に分かち合い、倉敷ライオンズクラブに入会して良かったと笑顔で語れるような気持ちを大切に
「心でつながる一年間」をモットーとしてまいりますので、倍旧のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

今年度、第二副会長という大役を拝命し、身の引き締まる思いでいっぱいです。山本会長のもと力を尽くして参りたいと考えて
おります。しかし、折からの新型コロナウイルスの蔓延による行事の自粛要請により、倉敷現代工芸秀作展が中止となり、その収
益を原資とする青少年育成YEが担当のちびっ子フェスティバル「ファジアーノ岡山サッカースクール」も従来の形では開催で
きなくなりました。しかしながら毎年楽しみにしている子供たちの為にも瀬戸委員長を中心に、何か心に残るものが出来ないか
と、皆様のお知恵をお借りしながら進めて行きたいと思います。こんな時こそ、ライオンズの「ウィ・サーブ」の精神の発揮のしどこ
ろです。一年間ご指導とご協力をお願い申し上げます。 

 

7月から倉敷ライオンズクラブ第三副会長を拝命致しましたRSK山陽放送の宮﨑昭郎です。2016年に倉敷ライオンズクラ
ブに入会し、5年目を迎える私には身に余る重責と存じますが、一言ご挨拶申し上げます。 

2020年はオリンピックイヤーとして明るく・元気な年になると思っておりましたが一変、新型コロナウイルスの感染拡大で3
密の原因となるイベント、会合などの中止もしくは延期といった大変厳しい社会状況に陥っています。 
第3部会の「社会アクト」「アイヘルス」「薬物乱用防止」活動は3密に大きく関わり合っていますが、先人の功績で活動環境
がすでに整えられています。小職は、この整ったフィールドに於いて、現状に甘んじることなく努力してまいります。皆様方のご協力
宜しくお願い申し上げます。粗辞ではございますが、就任の挨拶に代えさせて頂きます。 

 

この度 2020-21年 ZC を拝命した小川でございます。ZC には様々な任務が課されていますが、最も基本的な任務は、
ガバナーの指導のもとゾーンの最高運営責任者となることです。地区には、会員減少、活動停滞、人材育成など様々な課題
が挙げられており、特に会員数は地区内最低とのことです。また、真備における豪雨災害復興途上の中、コロナ禍が地区を襲
っています。このような困難な状況下だからこそ、ライオンズクラブの存在感を高めるべきと考えます。今年は、キャビネットの
活動にウエートを置くことになりますが、一年間よろしくお願いいたします。 
 
 

第三副会長  宮﨑  昭郎 

第二副会長  川崎  博 

第一副会長  森川  政典 

会長  山本  俊夫 

会計  古和  肇 

幹事  藤井  徹海 

5R-1Z ゾーン・チェアパーソン  小川  洋一 

YCE・国際関係委員をお受けしたつもりでしたが、今期は青少年健全育成委員会と統合されているようです。よって委員会の
名称は YCE・国際関係青少年健全育成委員会となります。主な事業内容はライオンズクエスト、平和ポスター、国際作文コンテ
スト、薬物乱用防止、交換生の受け入れ並びに派遣（YE）、ユースキャンプ、東洋東南アジアフォーラム参加の取りまとめ等、多く
の事業を担当することになりますが、今期はコロナウイルスの影響ですべての事業はできないようです。会議も基本WEBで行
う方針のようです。慣れないことばかりですが、皆様方に助言を頂きながら、頑張りたいと思います。よろしくお願い致します。 

YCE・国際関係青少年健全育成委員  松本  晃良 



 
計画親睦委員長         藤原 京子 
withコロナの今期、ソーシャルディスタンスを守り、楽しく実りある例会を目指して参ります。皆様のご理解ご協力をお願い致します。 
青少年育成・YE委員長     瀬戸 秀一 
今年度の青少年育成・YE委員長を拝命致しました。コロナ禍での活動ですが、明るく元気な委員会を目指します。 
アイヘルス薬物乱用防止委員長  中井 大介  
今期は健康にまつわる活動と学びの機会をみなさまに提供できるよう準備していきたいと思います。 

社会アクト委員長        瀬尾 彰宏 
この度，社会アクト委員長を拝命いたしました。身に余る大役ですが，皆様のお役に立てるよう精一杯頑張る所存です。 

PR・IT委員長         難波 成美 
 今期は、新型コロナウイルス蔓延により、恒例のアクティビティの中止・変更を余儀なくされています。そこで、今期の会報については、
会員の皆様方から投稿を寄せていただき、会員間の繋がりと絆を大切にしたいと思っています。Liberty（自由に）Intelligence（知的に）ご
自分の思いをご投稿いただき新しい発見につながればと思います。皆様、ご協力よろしくお願いします。 

7.8月号のライオン誌はコロナの特集を組み、全国のライオンズクラブの2～4月の例会やアクティビティの状況のアンケートを行ってい
ます。それによると、4月に入ると、約40％が例会中止、約40％がFAXやEメールなどの情報伝達による例会へ変更、その中でオンライ
ン例会は僅かに 1.3％だと紹介されています。また直接例会を行いメンバー同士の親睦を深めることの重要性も投稿されています。このア
ンケート調査や他のライオンズクラブの動向、当クラブの状況を踏まえて、例会等の IT化も話し合いを重ねていきたいと思います。 
さらに、ライオン誌に興味深い記事を発見。4 月からの NHK 朝の連続テレビ小説「エール」で、作曲家の古関裕而さんの人生が語られ

ています。なんと「ライオンズクラブのうた」を作曲したのは古関裕而さんです。1958（昭和33）年の岡山での全国年次大会において、日
本のライオンズクラブにふさわしい歌をと制作が決定、翌年、京都大会で、同志社大学グリークラブによる斉唱合唱披露され、絶賛された
と、ライオン誌の「獅子吼」のコーナーで紹介されています。「ライオンズクラブのうた」も身近に感じ、謳歌できるのではないでしょう
か？ライオン誌と同様、会報もお楽しみに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
“人生を語る”との本を発刊させて頂きました。私にとって初めての本で最初で最後でしょう。山陽新聞
さんの経済人コラム連載記事で私を取り上げて下さり、昨年の今頃は過去の資料やら写真探しに大わら
わの毎日でした。久しぶりに古い新聞の切り抜きや写真を見て、あの方に色々お世話になったなァーと
か、この方はもうお亡くなりになって何年になるかなとか、もの探しの途中で手が止る事も度々でした。 
 今、改めて強く思い感じる事は人と人のおつきあい、人間てやはり人に囲まれ人とのおつきあいで毎日
があって生きているのだと云う事でした。思い返せば学校を卒業し社会に出ての十数年の間、友達と云え
る人達はせいぜい十人程、三十五歳の時倉敷青年会議所(JC)という組織に入会しました。四十歳で卒業と
云うきまりのクラブですが、約五年の間に 200 人を超える仲間、友人が出来、今も多くの方々との交流
が続いています。職業に制限なく身分の上下に関係なく、平等の立場で奉仕と研鑚を由とするクラブ組織
は多くの友の出会いの場です。一年間に1000枚以上の名刺交換をする様な役職が何年かありましたが、
友人は出来ませんでした。貴重な人間関係は時にはその人の人生にかかわったり、大きく云えば運命にか
かわる場合もあります。どうか皆さんが平等で良い人達の集う我がライオンズクラブで良い人との出会
いを願っています。  

(記：L.岡 荘一郎) 

 
 
 
 
 
 
 
 
今年度最初のメンバースピーチは上西孝道氏。まずは、形容

詞を使った言葉遊びを披露。愉快な文章が出来上がり、互いに
談笑しました。 
新型コロナウイルス蔓延で、世の中「四苦八苦」の時代。そ

こで上西氏ならではのスピーチが始まります。「四苦八苦」は
日常にもよく使われていますが、実はお釈迦様の教えの仏教
用語。「四苦」は生老病死の苦しみ、それに「愛別離苦」（愛す
るものとの別離の苦）「求不得苦」（欲求の得られない苦）、「怨
憎会苦」（嫌なものに対する怨み憎しみの苦）、「五陰盛苦」（五
身体の盛衰からの苦）の四つの苦を合わせて「八苦」と呼ぶと
いう「四苦八苦」の本来の意味をご教授いただきました。 
倉敷ライオンズクラブの歌にもあるように「叡智の絆」の得

をまた一つ得て皆感嘆しました。苦を知り、そこから共存し、
平穏への道標となりますように。 
次回の得説法をお楽しみに          記 L.難波成美 

 

 

                 

L.宮田明美 
 

 
第一波を乗り越えたかなと思っていま

したが、新規の感染者が増えており油断
は禁物と言った状況です。 

医療従事者は自分が感染、家族にうつすかもという不安
の中、仕事を辞めてほしいと言われる、子どもの保育を断
られるなどつらい思いをした時期が岡山でもありました。  
看護協会でもメンタル的なサポートをしましたし、患者

さんの命と健康を守るという使命感で踏ん張れたと思いま
す。最近は徐々にエールをいただけるようになり、タクシ
ーの運転手さんからご苦労様ですと声が掛った時は本当に
うれしかったです。 
新しい生活と言われています。三密を避ける。正しく手

を洗う、食事の前に洗うなどタイミングも大事です。これ
からは熱中症の恐れがあります。必要な時にマスクをする
ことを心掛けてください。  
マスクが不足して困っていた時、ライオンズクラブから

2 回にわたって寄贈いただき本当にありがたく思いまし
た。入らせていただいて良かったとお礼を申し上げます。 

 
 

「叡智の得説法 
～上西孝道氏 

スピーチより～」 
 



 

■第1503回例会報告（2020.7.1）            

出席者45名欠席者12名   

純例会出席率80% メークアップ後出席率80% 

【承認事項】 

1.理事会にて本年度の年会費を12万円から8万

円とすることと、食費を62,400円から夜例会 3

回の予算を足した 63,600 円とすることを承認。

手帳代金が2,500円になることを報告2.加藤勝

信さんを本年度名誉会員として、足立さん、諏訪

さんを賛助会員、藤原均さんを特別会員として

承認。3.9月第2例会のガバナー公式訪問は9月

12 日、土曜日です。場所は倉敷アイビースクエ

アです。5R-１Z 合同例会も開催されます。4.現

代工芸秀作展、ちびっ子フェスティバルが新型

コロナ感染拡大防止の為に中止する事を承認。5.

岡山アイバンク運動推進協議会へ団体会費

12,000 円の納入と倉敷国際交流協会会費 5,000

円の納入を承認。 

【幹事報告】 

1.倉敷天領夏祭りは新型コロナウイルス感染拡

大防止の為中止。倉敷小町コンテストは実施。2.

倉敷市民憲章会費納入は例年通り納入しないこ

とを承認。3.岡山ももたろうライオンズクラブが

前期末で解散。4.2020年度皆勤賞は、L.中原、L.

難波成、L.藤原京、L.室山、L.森川。第2例会で

表彰。5.2020年度上半期の会費の集金は例年通り、

7月15日第2例会で実施。 6.育休中の事務局員

後藤さんは9月頃復帰予定。 

■第1504回例会報告（2020.7.15） 

出席者43名欠席者14名 

純例会出席率75% メークアップ後出席率85% 

【幹事報告】 

1.2020年度上半期の会費の期限は7月末迄。まだ

の方は宜しくお願いします。2.9/12(土)ガバナー

公式訪問＆合同例会の案内が来ております。会場

は倉敷アイビースクエアで、諮問委員会は10：30

～会長・幹事・会計・事務局が出席。合同例会は

12：30～でメンバー全員が出席対象。3.8 月 5 日

(水)18：30～「ビア・バーベキュー例会」を開催。

皆さん、奮ってご参加ください。 

DONATION 

《第1503回例会 7月1日》 
●退任1年間お世話になりました。 

前会長・前副会長・前幹事・前会計・ 

前ライオンテーマー・前テールツイスター(各50枚)  

難波さん、西原さん、古和さん、山本さん、 

中井さん、渡辺康さん、室山さん、松永さん 

●退任1年間お世話になりました。 

前理事・前LCIFコーディネーター(各30枚) 

岡本さん、小川さん、岡さん、川崎さん、中原さん、 

藤井孝さん、原さん、藤井徹さん、藤原京さん 

●退任1年間お世話になりました。 

前地区委員(30枚)岡本さん 

●上西さん（100枚） 

山本丸の出帆にメンバースピーチをさせて頂き

ました。私の持っている話の材料が少しでも役

立てたらと思っています。 

●岡さん（100枚） 

新会長の山本ライオンに期待しています。ご就

任おめでとうございます。 

●川崎さん（50枚） 

閉会の挨拶をさせて頂きました。 

●木曽さん（50枚） 

山本会長以下、今年度の役員の皆様。今年度元気

でクラブの運営を宜しくお願いします。コロナ

に負けるな。 

●瀬戸さん（50枚） 

今年度の青少年育成委員長を仰せつかりました。

コロナの年の活動であり色々イレギュラーな事

が多いと思いますが22名のメンバーと共に頑張

って参ります。どうぞ一年間宜しくお願い致し

ます。 

●永田さん（100枚） 

山本会長様のご活躍をお祈りしています。お元

気で1年頑張って下さい。応援しています。 
●藤井孝さん（100枚） 

山本丸の出航をお祝いしますと共にクラブ予算

の承認を頂き今期もお世話になります。よろしく 

●山本さん(100枚) 

本日、只今会長デビュー致しました。何かとご迷

惑をお掛けする事もあろうかと存じますが一年

間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

《第1504回例会 7月15日》 
●会長就任1年間宜しくお願いします。 

山本さん(100枚) 

●就任1年間宜しくお願いします。 

副会長・幹事・会計・ライオンテーマー・テールツイスター・

地区役員・地区委員(各50枚) 

森川さん、川崎さん、宮﨑さん、藤井徹さん、 

古和さん、森田さん、渡邉義さん、小川さん、松本さん 

●理事就任1年間宜しくお願いします。(各30枚) 

原淳さん、藤原京さん、岡本さん、𠮷田さん、 

岡さん、室山さん、小野さん、渡辺康さん 

●誕生祝（各50枚） 

坂本さん、大月さん、藤井徹さん 

●いつまでもお幸せに（各50枚） 

永田さん、西村さん、松本さん、小田さん、 

石伊さん、長谷川さん、岡村さん 

●中原さん、難波成さん、藤原京さん、室山さん、

森川さん（現金ドネーション、各5,000円） 

皆勤賞をありがとうございました。 

●難波成さん（50枚） 

今期PR・IT委員長を授かりました。よろしく

お願いします。今日の挨拶が非常に短かった

ので思いの丈は会報でたっぷり投稿させて頂

きます。期待して下さいね。 

●長谷川さん（現金ドネーション5,000円） 

ゴルフ欠席申し訳ありませんでした。 
●渡辺康さん（50枚） 

1年間会計を務めさせてもらいました。ありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新ガバナー紹介 

2020～2021年度 

336-B地区 

金礪
かね と

 毅
つよし

 ガバナー 

（岡山京山ＬＣ） 

ガバナー方針 

アクティビティ・スローガン 

『 地域と共に『 We Serve 』 』 

地区ガバナー・スローガン 

『チャレンジ!!新たな時代に輝け!!』  

地区ガバナー・キーワード 

『良知』『敢為』『知行合一』 

倉敷ライオンズクラブ発行 

会  長：山 本 俊 夫 幹  事：藤 井 徹 海  PR 委員長：難 波 成 美  

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/ 

9月 行事予定 
2日(水)倉敷国際ホテル 

18:30～第一例会 (第1507回) 

お月見例会 

12日(土)倉敷アイビースクエア 

    （別館フローラルコート） 

10:30～第1回ガバナー諮問委員会 

 12:30～5R-1Z合同例会 

・第二例会(第1508回) 

  13:50～第4回PR・IT委員会 

 

8月 行事 
5日(水)倉敷国際ホテル 

17:00～第3回PR・IT委員会 

18:00～第2回臨時理事会（通算3回目） 

18:30～第一例会(第1505回) 

ビア・バーベキュー例会 

19日(水)倉敷国際ホテル 

11:45～第3回臨時理事会（通算4回目） 

12:15～第二例会(第1506回) 

2年前、中原さんの真備町のお店のオープンの際に 

ライオンズ女子会で贈った胡蝶蘭が再び花芽を付けま

した。真備町の復興と希望を感じさせる1枚です。 


