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～ 決意も新たに ～ 

次期役員任命式 令和3年6月16日(水) 倉敷国際ホテル 
 

  

明日への備え、そして“挑戦”(
倉 敷 Ｌ Ｃ  

スローガン ) 
 

Something New(サムシング ニュー)(
336－B地区  

スローガン ) 
 

【活動記録】 

6月16日第二例会（第1517回） 

新役員任命式 

閉会挨拶       L.木曽昭光 

 

 



 

会 長  山 本 俊 夫 

 元来、会長職など似つかわしくないのです

が、役員一同と共に留年となりました。 

今期は、前期の経験を踏まえ、正副委員長会

議、企画会議などメンバーが集える機会を増

やし、メンバー相互の絆を深め、結束を確か

めたいと思います。また、時代の要請に応

え、メンバーの利便性向上のため、事務局のデジタル化を今

一歩進め、ビデオ通話システムの導入を検討して会員相互の

意思疎通は勿論、新入会員勧奨や社会貢献活動にも活用出来

るようにしたいと考えております。 

そこで、今期のクラブスローガンは、前期の原点に返る思

想から脱して、「明日への備え、そして“挑戦”」としまし

た。さらに、取り組む中でその先の展開が見えてくることを

期待しております。 

 傘寿も目前となった今期、私としましては“君臨すれども

統治せず”と考えております。何かとご迷惑をおかけするこ

とと存じますが、どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

 

幹 事  藤 井 徹 海 

 この度、64期に引き続き65期の幹事の職

をお預かりすることになりました藤井です。

依然として新型コロナウイルスや、その変異

株が世界的に猛威を振るう中、クラブ運営に

も苦慮しております。 

そんな中での2期連続の大役に身の引き締まる思いでおり

ます。山本会長の下で今期のクラブスロ－ガン【明日への備

え、そして“挑戦”】を体現できるよう、皆様方のご協力をい

ただき乍ら進めて参ります。そして倉敷ライオンズクラブが

地域社会への奉仕団体として、更なる活動ができますようお

知恵をお借りしながら65周年を迎えるクラブらしく歩みを進

めてまいりたいと思います。どうぞ変わらぬご指導とご協力

をお願いし、ご挨拶といたします。 

 

会 計  古和  肇 

 引き続き会計を担当することになりま

した古和です。前年度はクラブの活動が

出来ない状況が続き皆様方にとってもス

トレスの残る1年になったことと思いま

す。今年度はコロナが終息に向かい以前

のような活発なクラブ活動が出来るよう

楽しみにしています。ライオンズ精神『ウィサーブ』の精神

を忘れず頑張りたいと思いますので宜しくお願いします。 

 

 

 

第一副会長  森 川 政 典 

 「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、人々は感染防止、

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…」     

昨年、就任の際、このようにご挨拶申し上げました。 

一年を経過しても未だこのような状況が続いていますが、一

方ではワクチン接種の加速化に伴い、この一年は大いなる期

待が持てる年と受けとめています。人と人が遠慮なく、気軽

に、笑顔で話ができること、一緒に“笑い、喜び、悲しみ、

悩み、共感する”人間本来の営みそのものが復活できる元年

と願っています。そう考えると、計画親睦委員会のみなさま

の活動が大変重要な取組みとなります。第一副会長として、

微力ながら共に汗を流し歩んでまいりたいと思いますので、      

何卒よろしくお願い申し上げます。どうぞ変わらぬご指導

とご協力をお願いしご挨拶といたします。 

 

第二副会長  川 崎  博 

 一年間、第二副会長を務めさせてい

ただきましたが、新型コロナウイルス

の勢いが収まらず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」も開催できなかった

ので、もう一年担当させていただきます。 

サッカースクールの代わりに各小学校へ「ファジアーノ岡

山サイン入りボール」を届けましたが、今年度はコロナ感染

を克服し、サッカースクールを開催できることを願っており

ます。また、PR・IT委員会による会報も発行回数が減って

しまいましたが、行事が増えて元に戻るよう皆様のお知恵を

お借りしながら進めていきたいと願っております。一年間ご

指導とご協力をお願い申し上げます。 

 

第三副会長  宮 﨑 昭 郎 

 第三副会長の任にあたる山陽放送の宮

崎です。前期はコロナ禍でイベント・奉

仕活動はほとんど出来ませんでした。今

期、ワクチン接種などは進むものの、状

況次第ではかなりのイベント作業に規制

が加わる可能性も含めています。 

「We serve」の精神に基づきライオンズメンバーの皆様の

ご協力を得て出来る限りのイベント・奉仕活動を展開して行

く所存です。 

何卒ご指導のほど宜しくお願いします。 



5Rアラート委員  莖 田 信 之 

 この度、地区委員であるアラート 

委員を拝命致しました。アラート委 

員は、災害時の緊急対応が出来る体 

制の強化や支援物資の確保、セミナ 

ー等の開催によるアラートへの理解 

促進を図っていきます。 

平成30年7月豪雨災害は記憶に 

新しく、近年でも日本各地で災害は生じており、コロナ禍 

においても災害への備えが重要であることは変わりません。

アラート委員での活動の中で防災やそのための体制強化に 

つき考えていきたいと思います。 

1年間地区委員であるアラート委員として336-B地区に 

微力ながら尽力して参ります。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ので、何卒、よろしくお願い 

致します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   長年の奉仕、献身の深さを称賛します 
 

 
2021年6月、在籍40周年を記念してライオンズ 

   クラブ国際協会より上西孝道さんにマイルストーン・ 
シェブロン・アワードが贈られました。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

今年度最終例会を迎えるに当たり、この一年コロナ禍

で山本会長はじめ役員の皆様方には大変な御苦労をお

掛けしたものと感謝申し上げます。会員一同は三密を避

け、常にマスクを付け、不要不急の外出を避けるなど感

染防止に努めて来ました。幸いワクチン接種が始まり、

岡山県は接種率全国2位と市民・行政・医療が手を取り

合って接種に努めています。諸外国のワクチン接種の効

果を見るとイスラエルでは全国民の40%に接種を実施

したら新規感染者が急速に減少したとの成果が報告さ

れています。長いトンネルの先に確かな光が見えて来ま

した。今年の秋位には以前の様な当たり前の生活が戻っ

て来る可能性があります。もう少しの辛坊です。 

（記：木曽昭光） 

 

6月第二例会 

 

 

 

先般5月18日(火)新型コロナウイルス感染拡大の中開

催されました。 我がクラブから6名(L.難波敢、L.藤井孝

彦、L.室山、L.大原、L.渡辺康晴、L.石伊)がゴルフ同好会と

兼ねて参加致しました。 

 梅雨入り時節でしたが天候はまずまず・・・しかし新型コロ

ナ感染予防マスク使用でのプレー、新ぺリアハンディー方

式の不運も重なり（言い訳理由）団体戦5位と甘んじた成

績結果でした。又、競技終了後、我々プレー者3名が新型

コロナウイルス濃厚接触者予備軍との連絡があり、一週間

は不安と心配でたまりませんでした。結果としては何も無

く、安堵しました。 

 今年はストレス解消に成らなかった大会でしたが、来年は

若い方々はじめ多数のメンバー出場を期待致します!! 

（記：石伊繁文） 

 

紫蘭白    by岡本良夫さん 



 

■第1517回例会報告（2021.6.16）     

出席者43名    欠席者16名   

純例会出席率71%  

メークアップ後出席率71％ 

 

【承認事項】 
1.小山悦司さんの賛助会員が承認されまし
た。 
2.既にお配りしておりますが、次期委員会
組織表が承認されました。 
3.次期の会費について今期と同額で承認さ
れました。 
4.次期 5R アラート委員会に莖田信之さん
の推薦が承認されました。 
【幹事報告】 

1．既にメールやFAXにて次期クラブ手帳の

個人ページの校正を各人にお願いしており

ます。本日受付にカラーのものを用意してお

りますので、まだ確認できていない方は済ま

せて帰って下さい。 

2.6/23(水)次期準備理事会・次期正副委員長

会が開催されます。 

3.6/26(土)5R 次期会長・幹事会が開催され

ます。会長・幹事が出席予定です。 

4.年度末が近づいて参りました。ファイン・

ドネーションの未収金清算にご協力お願い

します。 

 

DONATION 

《第1517回例会 6月16日》 
 

●誕生祝（各50枚） 
上西さん、小川さん、梶谷さん、 
中西さん、三村さん、藤波さん。 
 
●いつまでもお幸せに（各50枚） 
原さん、西原さん、松永さん。 
 

●山本さん(50枚) 
今月で長い長―い１年が終わります。ご心配を

おかけし、気をもませ、何たる1年であったかと

お思いでしょうが、お支え頂きありがとうござ

いました。ところが、ところが、折り返し地点と

なりました。もう１年どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

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・IT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/ 

8月 行事予定 

4日(水)倉敷国際ホテル 

  18:30～ビア・バーベキュー例会 

(第1520回) 

18日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第二例会(第1521回) 

 

7月 行事予定 

7日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第一例会(第1518回) 

  例会後～PR・IT委員会 

21日(水)倉敷国際ホテル 

  12:15～第二例会(第1519回) 

 

Facebookでメンバーから倉敷花

さかりの 情報が発信されています。

一部をご紹介します。 

阿知神社の手水舎   by小田圭一さん 

 

阿知神社の藤棚   by藤原京子さん 

 

■ 記録 ■ 

11月中旬より県内の新型コロナウ

イルス感染拡大を受け第 7 回理事会

（11月 18日臨時4回目）にてクリ

スマス例会の中止を決定した。 

◇12月15日、1月に予定していた薬

物乱用防止教室（倉敷東小）を中止。 

◇12月21日、1月6日から2月3日

までの例会中止が通知された。 

◇1月19日、第1回（通算8回目）

書面理事会にて 2 月 17 日例会の中

止、3月3日中止可能性あり、3月17

日は伊東倉敷市長を迎えるため夜例

会として開催すること、指名委員の

任命が審議了承された、指名委員会

は2月10日開催。 

◇2月18日、3月3日第一例会の中

止および3月17日第二例会、4月7

日第一（お花見）例会、21日第二例

会の実施予定が通知されたが、3 月

17日第5回臨時理事会（通算9回目）

にて4月7日のお花見例会は中止し

て通常昼例会として開催、指名委員

会より次期役員について全員の再任

を推薦し賛成多数で承認された。 

◇次期役員は3月29日選挙会通知、

4月7日第一例会にて指名会、選挙会

を実施して決定された。 

◇5月6日、岡山県がまん延防止を国

と協議する方針を打ち出したことを

受けて5月 12 日第一例会、5月 19

日第二例会の中止を通知。 

◇5月14日、岡山県は新型コロナウ

イルスの緊急事態宣言の追加対象に

決まった。期間は 5 月１６日から 5

月31日、後に延長されて6月20日

まで。 

◇5月26日、延長を受けて6月2日

第一例会を中止した。6月16日例会

は昼食時間を取らず、持ち帰り可能

な弁当にして開催した。 

 

【中止となった例会、行事】 

12/16 クリスマス例会、1/6 第一例

会、1/13薬物乱用防止教室（倉敷東

小）、1/20第二例会、2/3第一例会、

2/17 第二例会、第 22 回５ＲＺＣ杯

親善ボウリング大会、3/3第一例会、

4/7お花見例会（通常昼例会として実

施）、5/23日複合地区年次大会 


