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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

　『未来に繋ぐ  美しき心と地域』
◆336-B地区 地区ガバナー・スローガン

　『成せばなる  We Serve !』
◆金光LC会長スローガン

　『人を大切に  真心の奉仕を』

◆国際会長キーワード

　「パワー・オブ・アクション（行動の力）」
　「パワー・オブ・ウィー（“We”の力）」
　「パワー・オブ・サービス（奉仕の力）」
◆地区ガバナー・キーワード

　『家族』『次世代』『LCIF』

2017.7-10
2017 年 11 月 30 日発行

No.391



We Serveガバナー公式訪問 及び
６クラブ合同例会（9 月 12 日）

　『成せばなる　We Serve！』のガバナー・スロー
ガンを掲げる 336-B 地区太田ガバナーを迎えての６
クラブ合同例会が９月 12 日笠岡グランドホテルにて
行われました。
　今年度、金光クラブが６年毎に回ってくるホストク
ラブでの開催が私にとっては初であり、ライオン・テー
マーとして出席者 136 名を前にしての司会進行役を
頂き非常に緊張感ある例会であったことが個人的に
とても印象深いことで、とても貴重な経験をさせて頂
きました。
　さて、合同例会でのガバナー挨拶のなかで、キー
ワード『家族』『次世代』『LCIF』の話、そしてガバ
ナーエレクトからガバナー誕生時の話、どの話題もと

ても力強いお話だったとステージ横の司会者席から、
現在のライオンズそして将来のライオンズの在るべき
姿を思いながら聞いておりました。
　続いてのキャビネット幹事挨拶及び懇談会報告と
進んで行きつつ、腕時計が気になって仕方なかった
のはテーマーである私と計画委員のメンバーだったこ
とはここだけの話にしておきたいと思います。
　今回のガバナー公式訪問・６クラブ合同例会のホス
トクラブを無事に終えることが出来たことは、清水会
長を始め姫井 ZC、松浦幹事、計画委員　加賀さん
　酒井さん事務局香取さんそしてメンバー皆が一丸と
なった結果だったと心から感じる合同例会でした。ま
さに『成せばなるWe Serve！』でした。

ライオン・テーマー　　小　野　義　則

報 告



We Serve336-B 地区 6R-1Z ガバナー公式訪問
懇談会報告（９月 12 日）

　ライオンズクラブ国際協会３３６−Ｂ地区 ６Ｒ−１
Ｚのガバナー公式訪問懇談会が金光ライオンズクラ
ブホストの元開催され、６クラブ合同例会、懇親会と
もに、無事終了いたしました。
　今回のガバナー公式訪問は金光ライオンズクラブが
ホストであり今迄のような参加型でなく、実務として
準備段階からの全員参加で７月からの打ち合わせ会
をスタートに、会場確認、予算書作成、懇親会打合
せ、そして冊子作製と多忙の中、ライオンテーマ小野
義則氏、計画委員長加賀雅也氏ほか各委員の協力と
ともに、各パートが持ち味を出し開催準備を行いまし
た。
　懇談会は清水会長の歓迎のあいさつに始まり、ガ
バナー及び地区役員、委員の紹介、各クラブ参加者
の自己紹介と進み、当クラブ選出の１ゾーン ゾーン
チェアパーソン姫井成氏より会員増強の鼓舞があり、
引き続き地区ガバナー太田健一氏よりシカゴ大会、
研修の報告を頂き今後の大きな方針、ＬＣＩＦの献金

内容について 50 ＄、1000 ＄献金の強化について、
家族会員制度の継続、成せばなる　会員増強 360
名の目標が発表されました。
　第二副地区ガバナー小野宗次氏よりは、早々にキャ
ビネットの欠席についてのお断りがあり、当会の重要
性を改めて認識いたしました。
　第一副会長の古山泰生氏に閉会の言葉で締めく
くっていただき、無事閉会となりました。
　今回、クラブメンバーの協力により貴重な経験をさ
せていただき、無事議事進行が出来ましたこと本当
にありがとうございました。

幹　事　　松　浦　孝　雄

報 告
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浅口市
グリーンガード除草作業

そうめん流し

休耕田種まき

金光ライオンズクラブ杯
少年少女バレーボール大会

朝 7時から里見川沿いの土手の除草を担当しました。
1時間でしたが気持ちの良い汗をかきました。

金光七夕まつりで流しそうめんをしました。今
回は14 キロのそうめんを用意し、約 500人
の方に食べていただけました。

金光町地頭下の休耕田の一角にコ
スモスの種を植えました。
草刈りや施肥などをして準備して
きました。

14チームが参加して大変盛り上がりました。
一位は玉島男子Aチーム、二位は浅口チームでした。

活動報告
Activity Report
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寿光園納涼盆踊り大会

EM 液投入

秋の交通安全県民運動
「テント村」

国際平和ポスター審査会

国際平和ポスター表彰式

模擬店（ジュース・フライドポテト）
の手伝いをしました。

近隣小学校のプールにEM 液を投入しまし
た。来春にもう一度行う予定です。EM（人
間や環境に役立つ安全な微生物だけを集め
たもの )の力で、汚れが少なくなりプール掃
除がとても楽になります。

今回は金光教下渕駐車場で
行われました。交通安全を呼
びかけながら、啓発グッズを
配布しました。

「平和の未来」という難しいテーマに19点の
作品が出展されました。平和について考え、
真剣に取り組んでくれていました。

10月10 日の審査会に続き、表彰式を行い
ました。

６日
鴨方西小学校

６日
鴨方東小学校



 第 1375 回 2017 年度スタート例会　７月 11 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●新三役あいさつ及び方針 　　
●任命状の伝達   ……………………………… ゾーンチェアパーソン　姫井　　成　　
●前年度決算報告と承認
●本年度予算発表と承認　　
● 100 周年会員増強アワード授与　　
●懇親会

 第 1376 回例会　7 月 25 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

● ACT 実施報告
　・7/16　休耕田の種まき  ………………………… 環境保全委員長　松永都志子　　

 第 1377 回例会　８月 8 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

● ACT 実施報告
　・7/30　浅口市グリーンガード除草作業  …………… 環境保全委員　川上　　誠　　
　・8/6　  そうめん流し  ………………………………………………… 西　　規雄　　

 第 1378 回例会　８月 22 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

● ACT 実施報告
　・8/12　金光 LC 杯少年少女バレーボール大会  …… 教育委員長　金光　道晴　　
　・8/18　寿光園盆踊り大会　模擬店の手伝い  … 社会福祉委員長　金光　道晴　　

 第 1379 回 ガバナー公式訪問及び６クラブ合同例会　：ホスト　金光 LC
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 月 12 日㈫　18:30 ～20:00　笠岡グランドホテル

●開会あいさつ  ………………………………………… 矢掛 LC 会長　山野　豊久　　
●太田健一地区ガバナーあいさつ
●地区ガバナーよりバナーの贈呈
●キャビネット幹事あいさつ及び懇談会報告
●閉会あいさつ  ……………………………………… 笠岡東 LC 会長　東川　三郎　　
●懇親会
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例 会 記 録
毎月 第2・第4火曜日に例会を行っています。



 第 1380 回 バーベキュー例会　９月 26 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家（駐車場）

例会会場の土佐家さんの駐車場を借りて、バーベキュー例会を行いました。
当日は夜空の下で楽しい時間を過ごしました。
マイルストーン・シェブロンアワード贈呈　　今井世輝雄・植田守彦・小野鶴太郎・酒井　清
● ACT 実施報告
　・9/6・8　EM 液プール投入  …………………………… 教育委員　小野鶴太郎　　

 第 1381 回例会　10 月 10 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

● ACT 実施報告
　・9/29　  秋の交通安全「テント村」  …………… 環境保全委員長　松永都志子　　
　・10/10　国際平和ポスター審査会 …………………… 教育委員長　金光　道晴　　

 第 1382 回 矢掛 LC・金光 LC 合同例会　：ホスト　金光 LC
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 月 24 日㈫　18:30 ～20:30　土佐家

38 名出席
ゲストとして、中国銀行鴨方支店長　若井勝行様にお越しいただき「同時多発テロ 9.11　～ 90 階からの脱出劇～」とい
う演題でスピーチをしていただきました。
矢掛ライオンズクラブとの合同例会は今回で８回目でした。近況など様々な話題に花が咲き、あっという間に時間が過ぎて
しまいました。



編集後記
昨年度より引き続き情報・IT・PR・会報
委員長を拝命致しました。委員である
小田・姫井・難波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。今年度はホームページのリ
ニュアルなども実施予定です。出来るだ
け早急に対応できるように進めて参りま
す。また１年間少しでもお役に立てるよ
うに邁進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　清水　秀雄
幹　事　松浦　孝雄
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

8月 2日（水）
甲子園初出場を祝い、激励金をお渡ししました。
地元からの出場で、大変な盛り上がりでした。
山陽高校野球部の皆さんには、この貴重な経
験を生かし、また栄冠を目指し挑戦していただ
きたいと思っております。

おかやま山陽高校　甲子園出場

　金光ライオンズクラブのメンバー渡辺悟ライオンが平成 29
年9月8日の　お昼過ぎに亡くなられ、誠に残念でなりません。
　顧みますれば、渡辺悟ライオンは 1988 年 10 月に、金光ラ
イオンズクラブに入会されて以来、29 年になります。その間、
金光ライオンズクラブ会長、336Ｂ地区 6Ｒ−1Ｚのゾーンチェ
アパーソン、その他たくさんの役職を担当して来られました。
ライオンズクラブのモットーである奉仕活動に常に積極的に参
加され、色 と々新しい企画をされ、素晴らしい業績を残されま
した。活動の中では、細かく優しい心配りとユーモアにより皆
を盛り上げてくださいましたが、これからも金光ライオンズク
ラブの発展を見守ってくださることを、心からお願い申し上げ
ます。
　どうか安らかにお眠り下さい。

　謹んで、金光ライオンズクラブ会員　故　渡辺悟さんに友
人として哀悼の誠をささげます。かねてより、渡辺社長の体調
が思わしくないことは伺っておりましたが、こんなにも早く永
遠のお別れをすることになろうとは・・・
　渡辺さんは 1988 年、金光ライオンズクラブに入会され、
会長他ライオンズクラブの各要職を歴任され、多くのライオ
ンズクラブの会員との出会いの中で、立派に活躍されました。
社会奉仕の熱意が旺盛で金光ライオンズクラブ在籍 29 年間
の長きにわたり、素晴らしいリーダーシップで活動されました。
その姿はいつまでも後世に語り継がれることでしょう。
　そして渡辺さんは人一倍、仕事への熱意がある方でもあり、
多くの人に信頼される優しいお人柄で、あなたが会社の経営
において立派に残された業績の数 、々私は同業者の一人として、
その偉大さをどんなに称えても称えすぎることはないと思って
います。渡辺さんの仕事にかける情熱の大きさは、男の生き
方そのものであったと言っても過言ではありません。目を閉じ
るといつも私たちを導いてくださった偉大な企業人であった社

長の在りし日の姿が鮮明に思い起こされます。
　渡辺さん亡き今、語り尽くせないくらいたくさんの思い出が
走馬燈のように私の頭の中で駆け巡っております。もう遠い昔
のことになってしまいましたが、お互い一日の仕事を終え、夜
になるとどこからともなくネオンに誘われるように、水島の町
で幾度となくご一緒し、二人で熱く語りながら酌み交わした美
酒、半世紀過ぎた今でもあの味は終生忘れることが出来ませ
ん。時が刻まれる長い歳月の中で、強く厚い信頼の絆で結ば
れた真の友情だったと確信しています。
　渡辺さん、あなたの笑顔がまざまざと脳裏によみがえってき
て新たに悲しみを誘います。渡辺さんは私の人生に多大な影
響を与えてくださったかけがえのない友人でした。哀悼の念に
堪えないところであります。
　ここに謹しみて生前の渡辺さんの面影を偲び、心からご冥
福をお祈り申し上げ、お別れの言葉といたします。渡辺さん、
お疲れ様でした。そして「ありがとう」
　安らかにお眠りください。

哀悼の言 葉

金光ライオンズクラブ会長　清水　秀雄

キャビネットカウンセラー　井原ライオンズクラブ　佐能　賢治

渡辺ライオンを偲ぶ


