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金光ライオンズクラブ会報誌
We Serve 我々は奉仕する

◆336-B地区 アクティビティ・スローガン

　『地域に新たな風を』
◆金光LC会長スローガン

　『絆を深め  真心の奉仕を』

◆336-B地区 地区ガバナー・スローガン

　『Effort to Change 〜変わる努力をしよう』
◆国際会長テーマ

　『次なる山を目指して』
◆地区ガバナー・キーワード

　『家族』『次世代』『奉仕』『LCIF』
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We Serveガバナー公式訪問 及び
６クラブ合同例会（7 月 20 日）

　平成 28 年７月 20 日㈬笠岡グランドホテルにおい
て、来賓として大谷博地区ガバナー・キャビネット
関係者を迎えての懇談会後、６クラブ合同例会とい
うスケジュールで笠岡 LC をホストとして開催されま
した。
　懇談会については、会長就任早々大谷ガバナー信
にて各クラブのプレゼンとガバナーとの双方向での懇
談に重点を置き、各クラブの「運営のアイデア・アク
トの自慢話」をという要請と「公開訪問質問書」に基
づいて、割当時間 10 分間でのクラブ会長のプレゼン
にて会が進行されました。
　我クラブは、55 年の歴史があり、進取の精神に富
んだアクトを実施（CFS キャンペーン国際協会長表彰
受賞・ネパールへの小学校建設等）、一方地元に根ざ
した地道なアクト（献血・プランターの花植え等）も継

続実施している。諸先輩の培ってきた精神を受け継
いでいく旨伝えました。
　ライオンズクラブ国際協会は、１単位として各地域
毎に特色ある社会奉仕活動をしている地域クラブの
集合体である。その意味からこうしたキャビネット・
各クラブ間の相互理解を通じ、意思疎通の円滑化を
図ることは大切なことだと思いました。
　引き続き開催された６クラブ合同例会は、来賓を
除く全出席者は、139 名（内金光 LC20 名）でした。
因みに平成 16 年（金光 LC ホスト）の資料が手元に
あったので読み返してみれば全出席者は、224 名（内
金光 LC51 名）となっていました。会員減少が著しい
現在では昔日の感がありますが、今回の合同例会も
また、営々と引き継いできたライオンズクラブの友愛
に満ちた盛り上がりとなり、気持ちを新たにしました。

会　長　　河　手　範　雄

報 告



We Serveゾーンチェアパーソン
訪問（９月 13 日）

　平成 28 年９月 13 日㈫ゾーンチェアーパーソン若田
怡久氏をお迎えし、第 1355 回例会を開催いたしま
した。
　あいにくの曇り空で恒例の月見例会も観月の風情
は味わえませんでしたが、当日は 100％出席例会と
し、家族会員・会員の家族の参加もあり、和やかで
賑わいのある例会となりました。「土佐家」駐車場に
テントを設営し、極上の４㎏の豚肉、また、渡辺悟 L
より差し入れの貴重な四万十産鹿肉・長野産馬肉を
バーベキュー料理で堪能しました。
　企画した酒井清委員長を中心とした計画委員会の
皆さんには大変お世話になりました。
　若田ゾーンチェアパーソンも金光 LC に知己が多く、
例会の盛り上がりに大いに喜んでいただけたことと思
います。

鴨方駅・金光駅で通
勤通学の時間帯に合
わせて、薬物乱用防
止啓発キャンペーン
に参加しました。

「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動ヤング街頭キャンペーン

報 告

7/1 金　鴨方駅・金光駅
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浅口市
グリーンガード
除草作業

第３回金光ライオンズクラブ杯
少年少女バレーボール大会

金光七夕まつり
そうめん流しに協力

寿光園盆踊り大会に協力

年々認知度が増し、今回は全18チームの参加があり
ました。子どもたちは元気いっぱい一生懸命プレーし
ていました。

少年少女全国大会に合わせて開催、200
束のそうめんを流しました。子どもたちを
中心に、大盛況で予定時間より１時間早く
完売でした。

福祉施設の盆踊り大会にスタッフとして参加しました。くじ・
ヨーヨーつり・かきごおり・飲み物の販売をご協力しました。

優　勝：金光バレーボールスポーツ少年団
準優勝：浅口バレーボールスポーツ少年団

活動報告
Activity Report
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金光・鴨方東・鴨方西小学校のプールに
児童とともに EM 液投入

秋の交通安全県民運動
「テント村」に協力

プランター回収

プランター洗浄

学校からも「掃除が楽で助かります」とお声
を頂きました。普段ふれあうことの少ない
小学生の皆さんと共同作業です。春にもう
一度投入し、夏前のプール清掃に備えます。

寄島総合支所前で啓発グッズを渡しました。
（LEDライト150 個寄贈）

6月に夏の花を植えて16か所に配っ
ていたプランターを回収しました。

回収したプランターの汚れを洗い流
しました。

７日 13:30
鴨方東小学校

９日 13:10
金光小学校

７日 14:10
鴨方西小学校



 第 1351 回 2016 年度スタート例会　７月 12 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●会長あいさつ及び方針  …………………………………………… 会長　河手　範雄　　
●幹事・会計あいさつ及び方針  …………… 幹事　松尾　　徹・会計　松浦　孝雄　　
●新旧役員バッチ引継ぎ
●新入会員入会式  ………………………………………………………… 梶井　健司　　
● 2016～2017年度収支予算案発表と承認  …………………… 会計　松浦　孝雄　　
●本年度の運営方針について  …………………………… 運営委員長　植田　守彦　　
●本年度のアクティビティ計画について  ………………… 事業委員長　清水　秀雄　　
●例会場の設営・例会の進行・その他について  … ライオンテーマー　川上　　誠　　
●本年度のテールツィスターの活躍について  …… テールツィスター　伊澤　　誠　　

 第 1352 回 ガバナー公式訪問及び６クラブ合同例会　：ホスト　笠岡 LC
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月 20 日㈬　18:00 ～20:00　笠岡グランドホテル

●大谷地区ガバナー　あいさつ
●バナー贈呈　６クラブ会長へ
●懇親会
　・アトラクション（景品抽選）
　・閉宴あいさつ  ……………………………………… 井原 LC 会長　前原　善明　　

 第 1353 回例会　８月９日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●任命状伝達  ……………………………336-B　6R　FWTメンバー　三木亜里砂　　
● 2015～2016年度収支決算報告と承認  …………………… 前会計　平田　襄二　　
● 2015～2016年度会計監査報告  … 前会計監査委員　岡川　克己・塚村　善明　　
● 7/19　運営・事業合同委員会報告  …… 会長　河手　範雄・幹事　松尾　　徹　　
● 7/20　ガバナー公式訪問懇談会参加報告  …………………… 幹事　松尾　　徹　　
● 8/6　  アクティビティ研修会参加報告  ……………… 事業委員長　清水　秀雄　　
● ACT 実施報告
　・7/1　  「ダメ。ゼッタイ。」普及運動  ……… 薬物乱用防止指導員　石田　　豊　　
　・7/31　浅口市グリーンガード除草作業  ………… 環境保全委員長　小野　義則　　
　・8/7　  第３回金光LC杯少年少女バレーボール大会  … 教育委員　松永都志子　　
　・8/7　  金光七夕まつり  ………………………………… 教育委員　平田　襄二　　

 第 1354 回例会　８月 23 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

● ACT 実施報告
　・8/19　「寿光園夏祭り」模擬店手伝い  ………… 社会福祉委員　平田　襄二　　

2016.07-10

例 会 記 録
毎月 第2・第4火曜日に例会を行っています。



 第 1355 回 月見例会・ZC 例会訪問　９月 13 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家（駐車場）

●例会訪問  ……………… 6R-1Z　ゾーンチェアパーソン　若田　怡久　様（笠岡 LC）
●懇親会（バーべキュー）

 第 1356 回 矢掛 LC・金光 LC 合同例会　：ホスト　矢掛 LC
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９月 21 日㈬　18:30 ～20:30　魚藤

●矢掛 LC 会長あいさつ …………………………………………………… 横山　真一様　
●金光 LC 会長あいさつ …………………………………………………… 河手　範雄　　 
●懇親会

 第 1357 回例会　10 月 11 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●マイルストーン・シェブロン贈呈　30 年在籍  ………………………… 石田　　豊さん
●参加報告　
　・9/13　クリーンアップ大作戦打ち合わせ  ……… 環境保全委員長　小野　義則　　
　・9/17　次世代セミナー  ……………………………………………… 西　　規雄　　
● ACT 実施報告
　・9/7・9　EM プール投入  ……………………………… 教育委員　松永都志子　　
　・9/30　交通安全テント村  ……………………… 交通安全委員長　小野　義則　　
　・10/6　国際平和ポスター審査会  ……………………… 教育委員　平田　襄二　　

 第 1358 回例会　10 月 25 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●メンバーシップキー賞贈呈（２名の会員勧誘）  ………………………… 平田　襄二さん
●参加報告
　・10/21　FWT 全日本女性フォーラム  ……………………… 幹事　松尾　　徹　　
● ACT 実施報告
　・10/22　プランター回収  ………………………… 環境保全委員長　小野　義則　　
　・10/25　国際平和ポスター表彰式  …………………………… 会長　河手　範雄　　
●メンバースピーチ  ………………………………………………………… 渡辺　　悟さん



第29回

国際平和ポスターコンテスト金光ライオンズクラブ表彰式

　この度ライオンズクラブへ入会させていただ
くことになりました。
　金光で生まれ育ち、結婚後倉敷に住んでお
りましたが、自然豊かな金光の町で子供をの
びのび育てたいと思い帰ってまいりました。
　私は、塗装業を営んでおります。独立して
間もなく、ライオンズクラブのお誘いを頂きま
した。私にとってライオンズクラブは、“自分と
は無縁な別世界”というイメージがありました。
まだまだ未熟な私が入会してもいいものかと悩

んでおりましたが、奉仕クラブに参加させてい
ただきもっと金光の町に貢献したい！と思うよ
うになりました。
　これからも出会いを大切にし、皆様のお役
に立てればと思っております。なにとぞご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

ラ
イ
オ
ン
ズ
賞

内　　　優 １年
岡崎　准也 １年
折尾万里奈 １年
古江　唯華 ２年
虫明紗桜理 １年

（出品数 34点）

審査の様子

【10月６日　審査会】
　金光学園　原田先生、河手会長、松尾幹事、他 3 名で厳正
な審査を行いました。

【10月25日　贈呈式】
　金光学園の校長室をお借りして、８名の方に賞状と賞品（図
書カード）、26名の方に参加賞（図書カード）をお渡ししました。
　ゆめネットの方に「どんな気持ちで作品を描きましたか？」「選
ばれた時はどんな気持ちでしたか？」などインタビューされ、緊
張しながら一生懸命答えていた姿が印象的でした。
　素顔はまだ幼さが残るかわいい生徒さん達ですが、「平和、
万歳！」というテーマにそれぞれが向き合い、素敵な作品を描い
てくれました。

編集後記
今年度より情報・IT・PR・会報委員長を
拝命致しました。委員である柚木・小
田・川上さんにご教授頂きながら、委
員会活動に取り組んでいこうと思いま
す。ホームページやブログなど、まだ手
つかずの所がありますので、早急に対応
出来るようにしようと思います。１年間
少しでもお役に立てるように奮闘してま
いりますので、よろしくお願い致します。
�《情報・IT・PR・会報委員長　西�規雄》

金光ライオンズクラブ会報の配布先
●官公庁
　�浅口市役所（鴨方・金光・寄島）／里庄町役場／浅
口市・里庄町社会福祉協議会／教育委員会（鴨方・
金光・寄島・里庄）／玉島・笠岡警察署

●学校
　�金光学園／山陽高校／鴨方高校／鴨方東小学校／
鴨方西小学校／金光小学校

●ライオンズクラブ関係
　�キャビネット事務局／6R 地区役員・委員⑻／6R
クラブ⑼／玉島・備前三石・倉敷・倉敷真備・倉敷
天領・倉敷阿知・倉敷西�各 LC

●その他
　�金光図書館／笠岡放送／山陽新聞／商工会（鴨方・
金光・寄島・里庄）／図書館（鴨方・金光・寄島・里庄）

発　行　金光ライオンズクラブ
　　　　岡山県浅口市金光町占見新田 752-4
　　　　浅口商工会金光支所内
　　　　TEL（0865）42-2452  FAX（0865）42-6615
　　　　Eメール　konkolc@mx1.kcv.ne.jp
　　　　HP　http://www.kcv.ne.jp/~konkolc/
編　集　情報・IT・PR・会報委員会
会　長　河手　範雄
幹　事　松尾　　徹
印　刷　昭和印刷株式会社
　　　　〒 700-0942　岡山市南区豊成 3-1-27
　　　　TEL（086）264-6110

最優秀賞
福武　莉奈さん
（金光学園中学１年）

優秀賞
小松原奈月さん
（金光学園中学１年）

優秀賞
山口　祐紀さん

（金光学園中学１年）

新入会のあいさつ 梶井　健司 Kenji Kajii


