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◆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』



We Serve新見ライオンズクラブ
60 周年記念式典 （11月 26 日）

　平成 29 年 11 月 26 日（日）市役所の隣に位置す
る「まなび広場にいみ」において新見ライオンズクラブ

（昭和 32 年 12 月にチャーターメンバー 32 名で 64
番目、岡山で 11 番目の結成）認証 60 周年の式典
が開催され、金光ライオンズクラブより4 名が慶賀を
共にさせていただきました。
　記念式典開始が 10 時 30 分、黒田正明会長より「感
謝の気持ちで次の 70 周年、100 周年へ更なる高み
を目指して」と式辞、田原豊年実行委員長の歓迎の
言葉に続いて、来賓代表は岡山県 15 市の中で女性
として二人目に就任された池田一二三新見市長、そし
て我らが太田健一地区ガバナーが祝辞を述べられまし
た。いずれも通り一辺倒ではない、さすがは新見ライ
オンズとの感を抱かせる内容でありました。
　その後の表彰式での出来事ですが、司会の方から
歴代会長他、なんと 35 年間実出席表彰とのことで、
中川慧さんの名前が読み上げられました。年齢は 80
歳まだまだお元気でご活躍されているご様子でした。
　新見ライオンズクラブは会員数も 70 名近くとのこ
と、会員獲得が厳しさを増す中での実績には、中川
さんのようなミスターライオンズ的な存在が不可欠で
あると感じ入りつつ式典を終えました。

　祝宴は、“新見うまいもの屋台”のコーナーが大好
評、和牛中の和牛として知られる千屋牛が様々な調
理法で振舞われました。また新見市内の清流で養殖
された新見産キャビアは上質な逸品として紹介され
会場は大いに盛り上がり、終宴近くの抽選会では景
品の米俵を当選者が本当に担いで持ち帰らなければ
ならないとの一幕に一同爆笑のうちに全ての行事が
終了。
　新見駅からスーパーやくものゆりかご列車に揺られ
帰宅の道中なにか忘れられつつあるライオンズの古き
良き姿が思い起こされ、記憶に残る新見での一日とな
りました。

参 加 報 告



We Serve玉島LC・金光LC
合同例会を終えて （2 月13 日）

　平成 30 年 2 月 13 日（火）「セントイン倉敷」に
おいて、玉島 LC と金光 LC の合同例会（ホスト：金
光ＬＣ）が開催されました。例会は金光ＬＣの清水
会長の開会宣言に始まり、各クラブの会長挨拶、幹
事報告が行われました。会長挨拶の主旨としては合
同例会を通じて懇親を深め、お互いに協力しながら
ライオンズクラブの活動を進めて行きましょうという
事でした。特に金光 LC としては、昭和 46 年の第 1
回合同例会以来、伝統ある玉島 LC に多くのことを
教えていただきながら、多くの事を学ばせていただき
ながら、前に進んで来ましたが、これからも同じよう
に前に進んで行きましょうという事でした。幹事報告
の後、玉島ＬＣの立花会長の閉会宣言により例会は
終了致しました。
　続いての懇親会は、古山金光 LC 第一副会長の開

宴挨拶、乾杯に始まり、食事を楽しみながらの歓談、
そして音楽ユニット「翼」による歌を楽しんだ後、金
光 LC 恒例の爆弾シュークリームのアトラクションと
続きました。大盛況のうちに閉宴の時間となり、336
－Ｂ地区 6 Ｒ－1Z　姫井成 ZC のライオンズローア
で絞めとなりました。
　両クラブの懇親を深める有意義な合同例会になっ
たと思います。

報 告
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秋の献血

プランター洗浄

継続事業として年2回行っています。前・前々週の週末に立て続けに季節外れの台風が来てしまい、
久しぶりに晴れた休日となったため献血に訪れる方が少なくなってしまいました。それでも92名の
方に協力していただけました。

回収したプランターにパンジー
を植える準備として、プランター
200 個を丁寧に洗浄しました。

活動報告
Activity Report
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優　勝：金光学園中学校
準優勝：玉島西中学校

土

1118
日

1119玉浅良寛杯
中学校野球大会

今年で18 回目の開催となる野球大会（玉島ライオン
ズクラブ・玉島ロータリークラブ主催）に今回から協
力することになりました。9チームが参加し、2日間
熱戦を繰り広げました。
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プランター土作り

プランター花植え

パンジーの花を植えるために、肥料と土を予め混ぜて
200 個のプランターに入れておく作業をしました。肥料を
しっかり混ぜ込むため、かなりの重労働です。

これまでに回収・洗浄・土作りと様々な行程がありました
が、いよいよ花植えです。5株づつ丁寧に植えていきました。
約 3 時間で200 個のプランターに植え、近隣施設18カ
所に設置しました。
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休耕田種まき クリーンアップ大作戦

浅口地区金光ライオンズクラブ杯
中学校サッカー大会

今年は雨が多く、予定していた時期より
遅めの種まきとなりました。当日は、風が
強かったですが、お天気には恵まれまし
た。7種混合の種をまきました。4月から
6月下旬頃まで次々に開花する予定です。

金光駅周辺道路を約1時間かけて回
り、ゴミを回収しました。45リットル
のゴミ袋に6袋分になりました。すれ
違う方とあいさつを交わしながら、気
持ちよく奉仕できました。

8チームが参加。当日は風が強く寒い日でしたが、選手の皆さん
は元気いっぱいでした。新チームになってから初の試合ということ
で、戦術やコンビネーションを確認しながらプレーしていました。

優　勝：鴨方中学校
準優勝：里庄中学校
３　位：和気中学校



 第 1383 回例会　11 月 14 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●公認ガイディング・ライオン認定書 授与  ……………………………… 姫井　成さん
●メルビン・ジョーンズ・フェロー 授与  ………………………………… 姫井　成さん

●参加報告
　・11/3　冬期 YCE 受入オリエンテーション  …………………………… 姫井　　成
　・11/14 認知症サポーター養成講座  ……………………… 清水　秀雄・松浦　孝雄
● ACT 実施報告
　・11/3　献血  ………………………………………………………… 会長　清水　秀雄
　・11/12 プランター洗浄  ……………………………… 環境保全委員長　松永都志子

 第 1384 回例会　11 月 28 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

● 100 周年記念会員増強賞 授与 ………………………………………… 河手　範雄さん

●参加報告
　・11/25 第二回ガバナー諮問委員会  ……………………………… 会長　清水　秀雄
　・11/26 新見ライオンズクラブ認証 60 周年記念式典  … 第一副会長　古山　泰生
● ACT 実施報告
　・11/18・19 玉浅良寛杯中学校野球大会  ………………………… 幹事　松浦　孝雄
　・11/19 　　浅口地区金光ライオンズクラブ杯中学校サッカー大会  … 会長　清水　秀雄
　・11/23 　　プランター土づくり  …………………… 環境保全委員長　松永都志子
　・11/26 　　プランター花植え  ……………………… 環境保全委員長　松永都志子
●吟酒会 報告  ………………………………………………… 吟酒会世話役　松浦　孝雄

 第 1385 回例会　12 月 12 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●会長あいさつ
●幹事報告

2017.11-2018.02

例 会 記 録 毎月 第2・第4火曜日に例会を行っています。



 第 1386 回例会　12 月 19 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●会長あいさつ
●幹事報告
●忘年懇親会をしました。

 第 1387 回 新年例会　1 月 9 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●年祝いの会員に記念品と花束を贈りました。
　年男　小野鶴太郎さん　中務二一さん　平田襄二さん

●新年を祝い　懇親会をしました。

 第 1388 回例会　1 月 23 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●古稀祝いの会員に記念品と花束を贈りました。
　古稀　難波義夫さん

● ACT 実施報告
　・1/14 クリーンアップ大作戦 ………………………… 環境保全委員長　松永都志子

 第 1389 回例会　2 月 13 日㈫　18:30 ～20:30　セントイン倉敷

●玉島ライオンズクラブとの合同例会

 第 1390 回例会　2 月 27 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●任命状伝達 第 64 回地区年次大会議事運営委員に ZC 姫井成さんを任命
●参加報告
　・2/17 若手フォーラム ………………………………………………… ZC　姫井　　成
　・2/19 玉浅良寛杯反省会 …………………………………… 教育委員長　金光　道晴
　・2/20 第 3 回ガバナー諮問委員会  ……………………… 第一副会長　古山　泰生
　・2/21 矢掛 LC ぼたん鍋親睦会  …………………………………… 幹事　松浦　孝雄



編集後記
厳しい寒さも一段落し、過ごしやすい
陽気となりました。皆様のご協力と委員
各位のご指導を頂きながら、今号も発
行することが出来ました。今年度中に
ホームページのリニューアルという課題
を頂いておりますので、何とかやり遂げ
たいと思います。会報誌と共に金光ライ
オンズクラブの地域への広報活動の一
助になれるよう頑張ります。
�《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
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　　　　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

　２月21日、今年も矢掛ライオンズクラブさ
んからお誘いいただきました。
　今回は、総社雪舟 LCさんと玉島 LCさん
も参加され、総勢30 数名での賑やかな会と
なりました。おいしいぼたん鍋とお酒、実のあるお話の数々
と3拍子そろった、あっという間の2時間でした。
　矢掛ライオンズクラブの皆さんには大変お世話になり、あり
がとうございました。

◆ まつたけ例会 ◆
11 月 14 日

　3キロのまつたけをすき焼
きにしていただきました。

◆ 忘 年 例 会 ◆
12月19日

　会員のご家族にも参加いただき、忘年例会をしまし
た。おいしい猪鍋をいただき、ビンゴ大会で盛り上が
りました。サンタが子供たちにお菓子をプレゼントす
るなど楽しい時間を過ごしました。

◆ 新年例会 ◆
１月９日

　新しい年を祝い、懇親会を
しました。

　９月４日 L 安田啓佑、９月８日には L 渡邉　悟氏。共に、
金光 LCの活動と発展に尽力いただき、吟酒会の活動にも寄
与されました両氏が突然の旅立ちでした。今回は、L石田氏
の提案により両氏を偲んでの吟酒会と致しました。玉島ＬＣ
「炉端の会」から10 名、矢掛ＬＣ４名、金光ＬＣ10 名総勢
24 名での予定でしたが、３名の欠席でスタートいたしました。
　品目は、徳島県三好市の芳水酒造、淡遠・高知県土佐町
土佐酒造、桂月・広島県神辺町天寶一の天宝一・広島県西
条の西条鶴醸造、大地の冠・真庭郡蒜山大美酒造、美保鶴、
以上五銘柄。それぞれの思い出のお酒をリクエストいただき
ましたが、どうしても入手困難な銘柄もあり、ご期待に添え
なかったこと、紙面をお借りいたしましてお断りいたします。
今回の代打銘柄として、松浦の独断で以前、渡邉 Lに呑ませ
ていただいた思い出の1本、蒜山大美酒造、美保鶴と今呑
まなくちゃ～もう飲めないよ～と言われる神辺町天寶一の天

宝一をそ～っとチョイスいたしました。当日、特別参加いた
だきました安田和秀様（L安田氏ご子息）より「志」を頂戴し
３クラブ共々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”　参加者の評価は・・・
◎・美保鶴　　大美酒造　　真庭郡蒜山上長田
◦・大地の冠　西條鶴醸造　広島市西条本町
〇・天宝一　　天寶一　　　福山市神辺町
・・・・・となりまた。
　さあ、今年もいよいよ蔵開きスタートです、旨し新酒をご
堪能あれ。
� （世話役　松浦の吟酒会報告）

ぼたん鍋親睦会

L 安田啓佑・L 渡邉 悟を偲んで吟酒会

矢掛LC

金光 LC
2017年11月21日　土佐家旅館


