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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退任あいさつ

会　　長 清水　秀雄
　昨年７月、ご指名により金光ライオンズク
ラブ会長を拝命し、1 年が経とうとしていま
す。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、地域と世界、共に絆を深め、
美しい奉仕活動を目指してスタートし、メン
バーの皆様のご意見を聞きながら、ライオン
ズクラブの活動を進めて参りました。
　例会の関連では、通常の例会以外に大いに
楽しめる例会を、色々と企画していただいた
り、矢掛ライオンズクラブさん、玉島ライオン

ズクラブさん、備前三石ライオンズクラブさん
との合同例会、懇親会も楽しく行う事ができ
ました。また委員会活動においても、例年継
続の活動に加え、新たに玉浅良寛杯中学校
野球大会を主催の一員として行うことができ
ました。全て、皆さま方の企画力と努力のお
陰であります。
　１年間、皆様方のご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。今後ますます金光ラ
イオンズクラブが発展することを祈念致しまし
て挨拶とさせていただきます。

幹　　事 松浦　孝雄
　入会 5 年目にして幹事の大役を受け、無我
夢中で駆け抜けた 1 年。この間、皆様には
寛容の心でご指導いただきありがとうございま
した。
　会長スローガン「人を大切に・真心の奉仕を」
この言葉を心に刻み、勤めさせていただきま
した。が、失敗も多く十分に役割が果たせな
かったと反省しきりです。
　また、今期金光ライオンズクラブの大先輩
渡邉悟氏の逝去により、大きな支えを失って
しまいました。社会奉仕に人一倍熱心で、奉

仕活動こそライオンマンの基本だと、ことある
ごとに熱く語ってくださいました。豪放磊落で
ありながら、自然界の全ての生命に優しい眼
差しを向け、生涯のあり様を語ってくださいま
した。そのお話をもう聞くことができないこと
が残念でなりません。
　これからも貴重な体験をさせていただいた
１年を無駄にせず勤めさせていただきます。
　皆様に心より感謝を申し上げ、退任の挨拶
とさせていただきます。

336-B地区6R-1Z 姫井　　成ゾーンチェアパーソン

　6R-1Zゾーンチェアパーソンを1年間務めさ
せていただき種々の委員会に出席する機会が
増え、改めてライオンズクラブの奉仕活動の幅
広さとより深い活動を再認識させられました。
　6R-1Z の例会訪問でも、各クラブ大同小
異のやり方だろうと予想しておりましたが、予
想に反し各クラブが独自の工夫を凝らしてい
ることに感服いたしました。また、訪問いたし
ました各クラブの会員の皆様方との交流も深
まり、私自身の貴重な体験となり深く感謝し

ております。
　6 月 2 日の引継会に参加した際、太田ガバ
ナーが所属する 6R-2Z 総社雪舟ライオンズク
ラブで年次大会終了後、会員 34 名中 27 名
の退会という事実を知り、大変ショックを受
けました。1 日も早い総社雪舟ライオンズクラ
ブの再起を願うばかりです。
　最後になりましたが金光ライオンズクラブの
皆様の協力のおかげで一年間大過なく活動さ
せていただきました。厚くお礼申し上げます。



We Serve新任あいさつ

次期会長 古山　泰生
　1997 年（平成９年）４月に入会した私に、
当時のチャーターメンバーの一人、第 25 代
会長森俊雄氏（元歯科医師）から金光ライオ
ンズクラブは「金光教、金光学園、金光病院
の首脳部の比類ない熱意と行動力によって結
成されたものである。」と伺いました。
　以来設立当初の思いと地域性を尊重しな
がら活動して参りました。むろん私は出席率、
アクティビティ共に優等生とは縁遠い存在で
あったかとは存じますが、その“志”は必ず引
き継いで参ります。
　さて、この度会長職を担うに当り
①現在、往時の頃の約半数になっている組織

の中で効果的かつ持続的アクトを目指す。
②会員の職種・年齢差などを勘案しモチベー

ションの向上に努める。
③金光ライオンズクラブの存在感を広く発信

し続ける。
ということを念頭に置いて円満なクラブ運営
に全力を尽くす所存です。
　顧みますと、歴代 58 方（初代、２代会長
隅田武彦先生）にのぼる会長職を勤め上げら
た先達の皆様を含め、役員関係者の今日まで
の歩みの尊さに深く謝意を表すと共に、将来
に向けて当クラブが歴史的使命を果たし、同
時に“ I  LOVE 金光ライオンズクラブ”と言
われ続けるよう皆が結束して前進しようでは
ありませんか！
　私はスローガンに掲げた『「至誠一貫」奉仕
の心を』という方針を忠実に実行して参りたい
と考えております。
　どうぞ関係各位にはご協力ご助言を切にお
願い申し上げます。

次期幹事 小野　義則
　金光ライオンズクラブの幹事になりました小
野義則です。
　クラブに入会して５年というまだまだ浅い月
日の中で、三役というものは遥か遠く先の話
だと思っておりました。一年数ヶ月前に副幹
事の話を頂いた時でさえ、まだ一年も先の話
だと、気楽に構えておりました。しかしこの原
稿を書いている今（７月２日すでに提出期限

を過ぎておりますが）急に緊張感が湧いてき
てタイプする指が震えています。なので依頼
された新任の挨拶文４００字も打てません。
　一年間幹事として会長を支えクラブの活動
が円滑に進められるよう精進して参りたいと
思っています。どうぞ皆様よろしくお願い申し
上げます。

GMT 委員 川上　　誠
　本年度 GMT 委員を務めさせていただくこ
とになりました。
　近年、会員の減少が続いています。会員増
強は、ライオンズクラブにとって一番重要な事

項だと思います。新会員募集や退会防止等、
課題は山積みですが、しっかり勉強させて頂
きます。
　皆様のご指導をよろしくお願いいたします。

「至誠一貫」奉仕の心を
次期会長スローガン



火

4 10春の交通安全県民運動
「テント村」
春の交通安全県民運動の行事として「交通安全テント村」
に協力しました。LEDライト200 個を寄贈し、寄島総合
支所前でドライバーの方に交通安全を呼びかけながら啓発
グッズをお渡ししました。

木

4 19
金

4 27 金光・鴨方東・鴨方西小学校のプールに
EM 液投入

有用微生物群であるEMを投入することによって汚れが大幅に軽減でき、プール掃除が格段に安全で楽な
ものになります。小学生の皆さんが環境問題を体験する良い機会となっていると思います。

27日
金光小学校

19日
鴨方東小学校
鴨方西小学校

活動報告
Activity Report

2018.03-06

春の交通安全
県民運動



木

5 3 春の献血 天気に恵まれたこともあり多くの方にご協力を頂くことができました。
年に2回行っていますが、今回で40 回目となり、定着しています。
今回は122名の方に献血していただきました。

金

6 22プランター土作り
花植えの準備として行っていま
す。肥料を混ぜ込んだ土をプラ
ンターに入れておき、花植えが
スムーズに行えるようにしていま
す。かなりの重労働に加え、こ
の日は気温も高くメンバーは大
量の汗をかきました。差し入れ
のスイカがおいしかった！

日

6 10プランター
回収・洗浄
浅口地区18カ所に設置していた
200 個のプランターの回収と洗
浄作業を行いました。

日

6 24プランター花植え
きれいに洗ったプランターに夏の花を植えて設
置しました。ポーチェラカ・日々草・ペチュニア
の3種類です。どれも暑さに強く鮮やかな色の
草花です。金光学園の生徒さん7名がボラン
ティアとして参加してくださり、元気よく作業が
できました。設置先の皆様には、かわいがって
いただき大変感謝しています。



 第 1391 回　３月 13 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●会長あいさつ  …………………………………………………… 会長　清水　秀雄　　
●次期役員指名  …………………………………………… 指名委員長　河手　範雄　　
●幹事報告  ………………………………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　

 第 1392 回 結成記念例会　３月 27 日㈫　18:30 ～20:00　土佐家

●会長あいさつ  …………………………………………………… 会長　清水　秀雄　　
●アワード披露  …………………………………………………… 会長　清水　秀雄　　
●アワード授与  …………………………………………………………… 三木亜里砂さん
●参加報告
　・3/17 第 4 回キャビネット会議  ……… ゾーンチェアパーソン　姫井　　成　　
●幹事報告  ………………………………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　
●懇親会   ……………………………………… ゲストアトラクション　久本　智則様　

 第 1393 回　４月 10 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●会長あいさつ  …………………………………………………… 会長　清水　秀雄　　
●参加報告　
　・4/6 吟酒炉端の会  ………………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　
● ACT 実施報告
　・4/10 「交通安全テント村」  …………………… 交通安全委員長　松永都志子　　
●幹事報告  ………………………………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　

 第 1394 回 移動例会　４月 22 日㈰　13:00 ～15:30　備中国分寺

●幹事報告  ………………………………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　
地区年次大会後、備中国分寺に移動し芝生の上でお弁当をいただきました。

 第 1395 回　５月８日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●会長あいさつ  …………………………………………………… 会長　清水　秀雄　　
●感謝状贈呈  ………………………………… ゾーンチェアパーソン　姫井　　成さん
●参加報告　
　・4/22 第 64 回地区年次大会 ………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　
● ACT 実施報告
　・4/19・27　EM …………………………………  環境保全委員長　松永都志子　　
　・5/3 献血  ………………………………………… 保健福祉委員　河手　範雄　　
●幹事報告  ………………………………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　

2018.03-06

例 会 記 録 毎月 第2・第4火曜日に例会を行っています。



 第 1396 回 備前三石 LC との合同例会　５月 22 日㈫　18:30 ～20:30　アークホテル

 第 1397 回　６月 12 日㈫　18:30 ～19:45　土佐家

●会長あいさつ  …………………………………………………… 会長　清水　秀雄　　
●参加報告　
　・5/19 次期三役研修会  ……………………………… 第一副会長　古山　泰生　　
　・5/27 第 64 回複合地区年次大会 …………………………… 会長　清水　秀雄　　
　・6/2 6R 地区役員・委員並びにクラブ三役引継会  ……… 幹事　松浦　孝雄　　
●幹事報告  ………………………………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　
●受勲祝い　瑞宝双光章受勲  …………………………………………… 塚村　善明さん

 第 1398 回　６月 26 日㈫　18:30 ～20:15　土佐家

●会長あいさつ  …………………………………………………… 会長　清水　秀雄　　
●ゾーンチェアパーソンあいさつ  ………………………………… ZC　姫井　　成　　
●幹事あいさつ  …………………………………………………… 幹事　松浦　孝雄　　
●会計あいさつ  …………………………………………………… 会計　三木亜里砂　　
●次期会長・幹事・会計へバッチ引継
●現三役・地区委員へ花束贈呈
● ACT 報告
　・6/22 プランター土作り  ………………………  環境保全委員長　松永都志子　　
　・6/24 プランター花植え  ………………………  環境保全委員長　松永都志子　　
●慰労懇親会

前日の記念ゴルフ大
会・前夜祭に引き続
き、代議員総会・大
会式典が執り行われ
ました。

6Rの11クラブが集まり、
高梁国際ホテルで開催さ
れました。ガバナーのあ
いさつの後、現役員の回
顧・新役員の抱負など活
発な会議を行いました。
懇親会も開催され、クラ
ブの枠を超えた親睦を図
りました。

6R 地区役員・委員並びに
クラブ三役引継会

336 － B 地区
第64回地区年次大会 ６月２日㈯４月 22 日㈰

総社市民会館



編集後記
２期目となる広報委員長も、広報委員
各位・事務局のご協力を頂きまして何と
か走り切る事ができ、有難うございま
した。しばらく更新出来ていなかった
ホームページもリニューアルし、事務局
にて更新できるようになりました。今期
の広報誌での情報発信は今号で最後と
なりますが、今後はホームページでも
迅速に情報発信が出来ればと思います。
�《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）

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://konkolc.jp/
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

第6回備前三石 LCとの合同例会開催

金光ライオンズクラブ

「336-B 地区 6R-1Z 金光ライオンズクラブ」

h t t p : // k o n k o l c . j p /

2018年5月22日　アークホテル今回は金光 LCがホストでした。
合同例会の後懇親会を開き1年ぶりの再会を楽しみました。

金光ライオンズクラブホームページのリニューアルが遂に
でき上がりました。これから、随時更新していきますので
上記アドレスのチェックをお願いします。

ホームページリニューアル


