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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笠岡東ライオンズクラブ
35周年記念式典 （11月 20 日）

　平成 28 年 11 月 20 日㈰笠岡グランドホテルにて
総登録者数 143 名（内金光 LC14 名）と盛大に開催
されました。
　記念式典においては開会宣言・開会ゴングで始ま
る慣例の式次第が続き、来賓祝辞で終わりとなりま
した。
　式典次第で特筆すべきは、遠方よりの友好クラブ

“船橋東ライオンズクラブ”紹介・同クラブよりの祝辞、
チャーターメンバーへの感謝状授与、笠岡東近接中
学校野球大会優勝カップ・準優勝楯贈呈が式典次第

に組まれていたことです。
　笠岡東ライオンズクラブの幅広い友好の輪、チャー
ターメンバー・女性会員も多くバラン良いクラブ運営、
青少年健全育成に特別に注力されていることに大い
に刺激を受け帰ってきました。
　祝宴は、地元“応神太鼓”の勇壮な演奏で迎えら
れ、アトラクションに“三橋美智也一番弟子”の歌・

“津軽三味線”と続き、最後のラッキーカード抽選で
盛り上がりも最高潮に達し、記憶に残る記念式典で
した。

参 加 報 告



We Serve玉島LC・金光LC
合同例会を終えて （2 月21日）

　平成 29 年２月 21 日㈫「セイントイン倉敷」におい
て、昨年玉島 LC は 60 周年記念式典があったため２
年ぶりに開催（ホスト 玉島 LC）されました。
　「例会」は、玉島 LC 畑本会長の開会宣言に始まり、
各クラブ会長挨拶、幹事報告、閉会宣言とスムーズ
に進行し終了しました。
　畑本会長のご挨拶の中で、末永く合同例会が続く
よう願っている旨述べられたことが非常に印象深く受
け止められました。
　昭和 46 年に第一回合同例会が開催され、時は去
り人も変わっておりますが、伝統ある玉島 LC には多
くのことを学ばせていただき、我クラブにとってかけ
がえのない大切な存在となっていることを改めて感じ
ました。
　我クラブとしても更なる研鑽に努め、永続していき
たいと決意を新たにしました。

　続いての「懇親会」は、立花玉島 LC 第一副会長
の開宴挨拶に始まり、大江336－B地区4R環境保
全委員のライオンズローアで締めとなりました。
　乾杯の後行われた出席者の「自己紹介」は、各テー
ブルで大いに会話が弾み、両クラブの絆を深めるうえ
で非常に有意義でした。
　今回の合同例会が両クラブ友好の再認識の例会と
なったよう思います。

報 告
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浅口地区金光ライオンズクラブ杯
中学校サッカー大会

年2回行っています。啓発用のティッ
シュを配りながら声かけを行いまし
た。今回は106 名の方にご協力い
ただきました。皆様の善意に感謝い
たします。

6度目の開催です。浅口
地区より5チーム・他地
域より3チームが参加。
上位 3チームに盾を、ま
た参加賞としてサッカー
ボールを授与しました。

活動報告
Activity Report

2016.11-2017.02

優　勝：寄島中学校
準優勝：倉敷北中学校
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1126 休耕田種まき

100 周年記念
クリーンアップ大作戦

プランター花植え
雨のため1週間遅くなってしまいました。
7種混合の種をまき、4～ 6月に咲く予
定です。

里見川周辺土手（桜並木）の清掃活動を行いま
した。17名で約 2時間、4キロの道で、燃える
ゴミ8袋、不燃ゴミ5袋分を回収しました。

1000 株のパンジーを200 個のプラン
ターに植えて近隣市町17カ所に配りま
した。



 第 1359 回 まつたけ例会　11 月 8 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●参加報告
　・11/1　第二回ガバナー諮問委員会  ……………… 会員会則委員長　塚村　善明　
　・11/5　ライオンズクエスト体験会  ……………………… 教育委員　平田　襄二　
　・11/6　高梁ライオンズクラブ認証 55 周年記念式典  ……… 幹事　松尾　　徹　
● ACT 実施報告
　・10/29 プランター洗浄  …………………………… 環境保全委員長　小野　義則　
　・11/3　献血  ………………………………………… 保健福祉委員長　加賀　雅也　
●ゲストスピーチ  ………………………………………………… 元力士　横山　英希様

 第 1360 回例会　11 月 22 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●参加報告　
　・11/20 笠岡東 LC 認証 35 周年記念式典  …………………… 幹事　松尾　　徹　
● ACT 実施報告
　・11/20 金光 LC 杯中学校サッカー大会  ………………… 教育委員　松永都志子　

 第 1361 回例会　12 月 13 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

● ACT 実施報告
　・11/26 プランター花植え・休耕田種まき  ……… 環境保全委員長　小野　義則　

 第 1362 回 忘年例会　12 月 20 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●忘年懇親会
　・ビンゴ大会

2016.11-2017.02

例 会 記 録 毎月 第2・第4火曜日に例会を行っています。



 第 1363 回 新年例会　1 月 10 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●お祝い（年男・年女） ……………………… 酒井　　清・清水　秀雄・松永都志子　
●新年懇親会

 第 1364 回例会　1 月 24 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●お祝い（古稀） ……………………………………………… 塚村　善明・柚木　　昌　

● ACT 実施報告
　・1/22　クリーンアップ大作戦  …………………… 環境保全委員長　小野　義則　

 第 1365 回例会　2 月 14 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●新会員入会式  ……………………………………………………………… 内田　公明　

●次期役員指名委員並びに指名委員長発表  ……………………… 会長　河手　範雄　

 第 1366 回 玉島 LC・金光 LC 合同例会　：ホスト　玉島 LC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 月 21 日㈫　18:30 ～20:30　セントイン倉敷

●玉島 LC 会長挨拶  ………………………………………………………… 畑本　修司様
●金光 LC 会長挨拶  ………………………………………………………… 河手　範雄　
●懇親会



　この度、金光 LC の会員にさせていただく
ことになりました。ありがとうございます。
　ライオンズクラブの一番のスローガンは、
日本はもとより世界が平和になるよう貢献
し、また地域の安心・安全・助け合いの輪
を広げる精神が原点ではないかと思います。
世界中の人々が幸福で安全に暮らせること
が絆となっていくのではないでしょうか。今

までにも浅口市周辺はもとより住みやすい
地域を作るために数々の寄贈やボランティア
活動に広く尽力されたように聞いています。
今後はこのような活動を自分自身もやってい
こうと思います。
　先輩方の素晴らしい考え方を参考に、皆
様のご指導のもと頑張って精進していこうと
思っております。

編集後記
早いものでもうすぐ４月を向かえようと
しています。この度も皆様のご協力と
委員各位のご指導頂きながら、389 号
を発行させて頂けることが出来ました。
ホームページの更新やブログへの投稿な
どが手つかずとなっています。出来るだ
け早急に更新し、会報誌と共に当ライオ
ンズの地域への広報活動の一助になれ
ばと願っています。
�《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）
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　　　　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

新入会のあいさつ 内田　公明 Kimiaki Uchida

　2 月 15 日矢掛町の魚藤で賑
やかに開催されました。金光 LC
からは 8 名が参加しました。
　食べきれないほどたくさんの
しし肉をご用意いただきました。
　話に花を咲かせ、あっという
間の 2 時間でした。

　金光 LC 平成 28 年度秋の吟酒会が、11 月 15 日
金光町大谷の土佐家旅館で開催された。当日は金光
LC から14 名、矢掛 LC から 5 名、会員外の方 2 名、
計 21 名が集まった。会員外というのは、金光 LC メ
ンバーの知人で、吟酒会へ体験参加された方である。
　当日は純米吟醸酒のみ 6 銘柄（「雪の茅舎」秋田県・

「鮎正宗  金」新潟県・「眞澄  吉福金寿」長野県・「醸
し人九平次」愛知県・「大典白菊」岡山県・「誠鏡  雄町」
広島県）を味わった。
　金光 LC 吟酒会は柴田雅夫先生がはじめられたが、
その後矢掛 LC の方も加わって、友愛と相互理解の精
神を育むのに大いに役立っている。今後は会員外の方
の参加も続け、入会者増にも結びつけたいと願ってい
る。次回から世話役を L 松永都志子に加えて、L 松浦
孝雄にもお願いする予定である。会の最後に毎回行わ
れる人気投票の結果は、1 位「雪の茅舎」、2 位「醸し
人九平次」であった。 （石田　豊記）

ぼたん鍋親睦会

吟酒会報告

矢掛LC

金光 LC


