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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退任あいさつ

会　　長 河手　範雄
　６月 24 日最後となるアクト「プランターの
花植え」を終え、怒涛のような１年間をやっ
と落ち着いて振り返れるようになりました。
　今日の日がこのように迎えられたのは、夢
のようです。この間皆様の多大なご指導・ご
支援を頂き、大変ありがとうございました。
　本年は、ライオンズクラブ国際協会も100
周年を迎える年であり、例年より早く７月に「ガ
バナー公式訪問・６クラブ合同例会」が開催さ
れ、大谷ガバナーの強力な指導の下、１年が
スタートしました。本年１月 22 日には 336-B
地区を挙げての合同アクト「100 周年記念ク
リーンアップ大作戦」が実施され、ライオンズ
クラブの存在感が大いに高まったように思わ
れます。（金光 L. 里見川土手桜並木実施）
　我クラブも 100 周年にふさわしいアクトが
出来ないかと模索しましたが、２年間に亘る
予算計上が必要との判断で取り止めとしまし
た。皆様から貴重なアイデアを頂きましたが、
残念でした。

　我クラブ固有の１年間の活動を運営委員会・
事業委員会別に振り返ってみますと、運営委
員会においては、計画委員会を中心として楽
しい例会の実施がなされ、特に月見例会・結
成記念例会においての新しい試みの例会が印
象深く残っております。また、各クラブ共通
の懸案事項でもある会員増強につきましても
会員会則委員会を中心として会員候補者の選
出、候補者の例会への出席体験等今後につ
ながる新しい試みがなされました。誠にあり
がとうございました。
　一方、事業委員会におきましては、地域に
根付いた有意義な継続事業を各委員会中心
に出席できる人総出で金銭的支援だけでなく
体を使ってのアクトをしていただき、また、メ
ディアを通じての広報にも積極的に取り組ん
でいただき感謝の念で一杯です。
　今後ますますの金光ライオンズクラブの飛
躍を祈念いたしまして挨拶といたします。
　１年間、誠にありがとうございました。

幹　　事 松尾　　徹
　幹事の任を受けてから一年が過ぎようとし
ています。
　なにぶん初めてのことでもあり不安でした
が、皆様に支えられて無事職責を終えること

ができます。
　この経験を今後に生かしていきたいと思い
ます。
　一年間ありがとうございました。

FWT 委員 三木亜里沙
　FWT メンバーとして二年間地区委員を務
めさせて頂き、ありがとうございました。
　当初例会出席もままならない若輩者の私が
このような役を頂いて良いのかと思いました
が、ライオンズクラブというものを一から見つ
め直し、その将来の姿を真剣に考える思いが
けない機会となりました。尾崎ガバナー、大
谷ガバナーを始めとして 336-B 地区全体から
沢山の情熱をもった方々と出会い、それに比
べて自分がいかに何もして来なかったかを思

い知る機会にもなりました。
　また、海外に出て改めて日本を思うように、
外に出て改めて金光 LC を思い、入会させて
頂いてから今日まで私のような不躾な者を暖か
く迎えご指導下さった事にも思い到りました。
　金光 LC の名を汚さぬようにとの一心で少
しは頑張ったつもりではありますが、これも
皆様がご協力下さったお陰とと感謝して居り
ます。二年間に亘り本当にありがとうございま
した！



We Serve新任あいさつ

次期会長 清水　秀雄
　この度、ご指名により 第 59 代金光ライオ
ンズクラブ会長を拝命することとなりました。
これまで諸先輩方が築いて来られた伝統ある
クラブの運営を引き継いでいくことに重い責
任を感じております。
　スローガンは「人を大切に・真心の奉仕を」
とさせていただきます。次期の地区アクティビ
ティ・スローガンとして、「未来に繋ぐ美しき
心と地域」という文言が掲げられております。

｛「おもてなし」「もったいない」など、日本古

来より引き継がれている“美しい心”“美しい
地域”など、この《変わってはならないもの》
を礎として、未来に繋ぐアクティビティを創造
して前進しましょう。｝という方針のもと、地
域と世界、共に絆を深め、美しい奉仕活動を
めざし、皆が一丸となって、アクティビティの
充実を図っていきたいと考えております。
　微力ではありますが、努力精進する所存で
ございますので、ご指導、ご鞭撻を賜ります
ようよろしくお願い申し上げます。

次期幹事 松浦　孝雄
　この度、金光 LC の幹事を拝命しました。
　まだ解らないことが多く責務を全うできる
か不安ですが、貴重な経験を重ねさせていた
だける機会と捉え会長のもと一年間、一生懸

命取り組んで参る所存です。
　会員皆様のご指導、ご鞭撻、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

336-B地区6R-1Z 姫井　　成ゾーンチェアパーソン

　2017～2018 の 336-B 地区 6R-1Z のゾー
ンチェアパーソンに指名されました。1 年間と
いう限られた任期ですが、頑張って参りたい
と思います。
　阪神・淡路大震災以来、全国的にボランティ
ア運動が活発化し多様化しています。社会情
勢の変化に伴い、ライオンズクラブは会員数

の減少に悩まされていますが、会員減少を嘆
くだけでなく、特徴あるクラブとして、地域社
会に貢献する団体として存続する様努力して
参ります。
　会員の皆様方にはご協力をよろしくお願い
いたします。

「人を大切に・真心の奉仕を」
次期会長スローガン
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4 10春の交通安全県民運動
「テント村」
玉島信用金庫鴨方支店前で10 時～11
時まで啓発グッズを配りながらドライバー
に交通安全を呼びかけました。
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春の献血

EM 液投入

毎年恒例の献血活動を行いました。
受付数 146 名　献血者数 132名で
した。皆様の温かいお気持ちに感謝
いたします。ありがとうございました。

４月20日　鴨方東小学校・鴨方西小
学校（４月26日　金光小学校　雨天
中止）のプールにEM 液を投入しまし
た。微生物の力でプール清掃が楽にな
ります。小学校のブログにも掲載され
ました。

活動報告
Activity Report

2017.03-06
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プランター回収・洗浄 金光学園吹奏楽部
海外遠征協力金

プランター花植え

秋に配布していたプランターを回収し洗
浄しました。さんよう高校サッカー部
の生徒さん５名にも手伝っていただきま
した。

訪問演奏（アメリカ）協力金を寄
付しました。

夏の花に植え替えました。ペチュニア・日々草・
ポーチェラカの３種です。前日にあらかじめ土入
れをしておき、一気に 200 個のプランターに植
えます。色や配置に気を配りました。夏の暑さ
に負けずに元気に育ってもらいたいです。



 第 1369 回 花見例会　4 月 11 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

立派な桜の枝を例会会場に持ち込み、お花見気分を味わいました。山桜や庭梅など
とてもきれいでした。
●参加報告　
　・4/9 第 63 回地区年次大会 ……………………………… 大会委員長　酒井　　清
● ACT 報告　
　・4/10 交通安全テント村  …………………………… 交通安全委員長　小野　義則

 第 1370 回　4 月 25 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●参加報告　
　・4/15 GMT 会員増強セミナー  …………………………… 会員理事　塚村　善明
● ACT 報告　　
　・4/20 EM 液投入  …………………………………………… 教育委員　松永都志子

 第 1371 回　5 月 9 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●参加報告　
　・4/30 笠岡 LC 認証 60 周年記念式典  …………………… 大会委員長　酒井　　清
● ACT 報告　　
　・5/3 献血  …………………………………………… 保健福祉委員長　加賀　雅也

 第 1372 回 備前三石 LC との合同例会　：ホスト　備前三石 LC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 月 21 日㈰　16:30 ～19:00　味惣別館

備前焼体験をしました。動画を見ながら手順を教えてもらい、それぞれの作品に取り組みました。
三ヶ月後　作品が届くのが楽しみです。
その後　牛窓へ会場を移し　合同例会となりました。お互いの近況や健康管理の話題で大いに盛り上がりました。

2017.03-06

例 会 記 録 毎月 第2・第4火曜日に例会を行っています。



 第 1373 回　6 月 13 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●参加報告　
　・5/14 複合地区年次大会  ………………………………………… 会長　河手　範雄
　・5/20 次期クラブ三役研修会  ……………………………… 次期会長　清水　秀雄
　・6/3 新旧役員引継会  ……………………………………… 次期幹事　松浦　孝雄
● ACT 報告　　
　・6/3 プランター回収・洗浄  ……………………… 環境保全委員長　小野　義則

 第 1374 回　6 月 27 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●現三役あいさつ
●次期三役へ役職バッチ引継

●現三役へ花束贈呈
●メンバーシップキー賞贈呈  ………………………………………………… 平井　信義
● ACT 報告
　・6/23 プランター土作り
　・6/24 プランター花植え
　・6/24 休耕田草刈り

シンフォニーホールで
開催されました。

6Rの11クラブが集まり、
笠岡グランドホテルにて
開催されました。
次期ガバナーの抱負や
現役員の回顧・新役員の
抱負など発表しました。
各クラブとも活発な活動
状況でした。

新旧役員引継会336 － B 地区
第63回地区年次大会 6 月 3 日㈯4 月 9 日㈰



編集後記
広報委員長を拝命し早くも１年が経過
致しました。年３回の広報紙を広報委
員各位・事務局のご協力を頂き、発行
することが出来ました事、大変有り難
く思っております。ブログやＨＰなどが
手付かずで、思うように情報発信が出
来ませんでしたが、ご容赦下さい。次
年度以降への課題とさせて頂こうと考
えております。
�《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

　今回は、玉島 LC「炉端の会」の皆様にもご参加をい
ただき、矢掛 LC、金光 LC 総勢 30 名での吟酒会と
なりました。２月に行われました玉島 LC との合同例
会の折、畑本会長と吟酒会の話で盛り上がり参加いた
だくこととなりました。
　今回の品目は、４代目世話役の中西 L との想いで
あった岡山の酒での吟酒会を‥･ それも備中の純米吟
醸、若い杜氏の酒蔵にこだわり、北は哲西町から南は
児島までの中から厳選いたしました。

　そして今回は、渡辺 L の配慮
で　宮下酒造杜氏、中浜 昭夫氏

（黄綬褒章・岡山県卓越技能賞
受賞）のお酒にまつわる興味深
いお話までいただき、３クラブ
終始和やかに交流を深めました。

　今回の“旨い酒コンテスト”は
「三光正宗」（哲西）・「芳烈 風」（有漢）・「岡山朝日五五」
（成羽）・「粹府 媛」（山手）・「奇跡のお酒」（玉島）・「伊七」
（林）・「三冠」（児島）・「神露」（金光）
の８銘柄で楽しみました。
　参加者の評価は…
　◎「奇跡のお酒」雄町　菊池酒造　倉敷市玉島
　○「三冠 26BY」 朝日　三冠酒造　倉敷市児島
　　以上の評価となりました。
　今回より世話役の一人となりました松浦の報告です。

春の吟酒会・備中路編 2017年 6月20日
土佐家旅館

金光ライオンズクラブか
らは 12 名出席しました。
一億総活躍担当大臣　
加藤勝信先生の「日本の
進む道」と題した記念講
演もあり大変盛況でした。

4 月 30 日㈰
笠岡ライオンズクラブ
認証60周年記念式典


