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We Serve退任あいさつ

会　　長 古山　泰生

　金光ライオンズクラブは昭和 35 年金光教、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り結成され、折からの高度経済成長にあわせ発展してきました。

しかし、平成の時代になり我がクラブも高齢化の波から逃れるすべもなく会員も最盛

期の半数以下となりました。

　“「至誠一貫」　奉仕の心を”　スローガンとし、効果的かつ持続的なアクトを行うこ

と、職種・年齢差を勘案して会員のモチベーションを高め、我がクラブの存在感を発

信することを目指し、会長として務めてまいりました。

　志ざし半ばことも多々ありますが、会員・関係者各位の皆様の御協力によって職責

を果たすことが出来ましたこと感謝いたします。

幹　　事 小野　義則

　一年間幹事を務めさせていただきました。大変お世話になりました。

　ライオンズの勉強不足の為、皆様にはご迷惑をお掛けしたかとは思いますが、私と

しましては古山会長のもと会長職を間近で見ることが出来、他クラブとの交流や行事

そして何よりライオンズの運営を内側から体験出来たこと、これこそが何よりの経験で

皆さんへの感謝の一言に尽きます。

　さて、退任の挨拶ということですが、まだまだライオンズメンバーとして精進したい

と考えています。有難うございました。

GMT 委員 川上　　誠

　2018-2019 年度、地区 GMT 委員を務めさせて頂きました。

　リジョン内に特段の貢献をすることはできませんでしたが、地区委員としてキャビネッ

ト会議や GMT 委員会の会議等に参加させていただき、自分自身の視野を広げるこ

とができたと思っています。

　皆様には大変お世話になりました。厚くお礼申し上げます。



We Serve新任あいさつ

笑顔と絆で WE SERVE
次期会長スローガン

アラート委員 川上　　誠

　2019-2020 年度は地区アラート委員を務めさせていただくこととなりました。

　昨年、地区内でも大きな災害が発生し、多数の方が被災されましたが、このような

災害が発生しないことを祈りながら、自分の置かれた立場の責任を果たせるよう努力

してまいります。

　引き続き皆様のご支援とご指導をお願いいたします。

次期幹事 加賀　雅也

　入会 8 年目にして幹事の大役をご拝命いただき、松尾会長の下、どのようにして会

長を手助け出来るか、緊張の一歩を踏み出したところです。

　クラブの皆様のご理解とご協力をいただき一年間、無事努めて参りたいと思います。

何卒宜しくお願いいたします。

次期会長 松尾　　徹

　この度、伝統ある金光ライオンズクラブの会長に就任した松尾です。若輩者ですが

伝統あるクラブの名を貶さないよう力のかぎり頑張って行きますので、温かい目で見

守って下さい。

　会長スローガンは　笑顔と絆で WE SERVE です。

　会員の皆様の笑顔で 1 年間頑張って行きましょう。
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台風の為　中止

今年は11チーム参加。
暑さにも負けず、奮闘する子どもたち。
ケガもなく盛り上がった大会でした。

かき氷屋台のお手伝いでした。

小学校のプールへ児童といっしょにＥＭ液を投入しました。
プールの汚れが微生物の力で少なくなり環境面でも効果も高く、
児童に体験を通して環境について学んでいただきました。

グリーンガード

金光ライオンズ杯
少年少女バレーボール大会

寿光園夏祭り

EM 液プール投入
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10
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水

10日
金光小学校

14日
鴨方東小学校
鴨方西小学校



交通安全テント村

秋の植木祭り
献血奉仕

玉浅良寛杯
中学生野球大会

9
28
金

11
3
土

11
17
土 11
18
日

秋の交通安全県民運動に協力として、
ＬＥＤライト200 個を寄贈配布しました。

天候にめぐまれ、多くの方にご協力いただきました。
今回は79名の方に献血していただきました。

今年で19 回目の開催。
７チームが参加し２日間熱戦を繰り広げました。
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EM 液プール投入

金光ライオンズ杯
中学校サッカー大会

プランター花植え

11日
金光小学校

16日
鴨方東小学校
鴨方西小学校

小学校のプールへ児童といっしょにＥＭ液を投入しました。
プールの汚れが微生物の力で少なくなり環境面でも効果も高く、
児童に体験を通して環境について学んでいただきました。

８チームが参加。熱戦を繰り広げました。

パンジー1,000 株をボランティアの高校生と
ともに植替えをおこないました。



5
20
月

6
16
日

5
3
金 春の植木祭り

献血奉仕

交通安全テント村

プランター花植え

112名のご協力がありました。
今年はご協力していただいた方へ花苗をお渡ししました。

春の交通安全県民運動に協力として、
ＬＥＤライト200 個を寄贈配布しました。

200個のプランターへ夏の花３種（ポーチェラカ・日々草・
ペチュニア）を植え込みました。



 第1399回　7月10日㈫　18:30～20:15　土佐家

●会長あいさつ及び方針  ……………………………………… 会長　古山　泰生　　　
●幹事・会計あいさつ及び方針  ……………………………… 幹事　小野　義則　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会計　河手　範雄　　　 
●会長より任命状を伝達  ……………… 336-B 6R GMTメンバー　川上　　誠　　　
●2017～2018年度金光LC収支決算報告と承認  ………… 前会計　三木亜里砂　　　
●2017～2018年度金光LC会計監査報告
  …………………………… 前会計監査委員　川上　　誠、藤井　健司　　　
●2018～2019年度金光LC収支予算案発表と承認  ………… 会計　河手　範雄　　　
●本年度の運営の方針について  ……………………… 運営委員長　松尾　　徹　　　
●本年度のアクティビティ計画について  …………… 事業委員長　松浦　孝雄　　　
●例会場の設営・例会の進行・その他について
  ………………………………………… ライオンテーマー　伊澤　　誠　　　 

 第1400回　7月24日㈫　18:30～19:45　土佐家

●336－B地区 6R-1Z ZC例会訪問　会長あいさつ  ……… RZC　石井　勝美様　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（矢掛LC)
●7/17運営・事業合同委員会報告 …………………… 第一副会長　松尾　　徹　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二副会長　松浦　孝雄　　　

 第1401回　8月7日㈫　18:30～19:45　土佐家

●西日本豪雨災害支援金　全会員１名あたり　1000円

 第1402回　8月28日㈫　18:30～19:45　土佐家

●総社雪舟ライオンズクラブ  ……………… MD336現協議会議長　太田　健一　　　
　　　　　　　　　　前地区ガバナー　地区名誉顧問　大会委員長　高木　哲弘
●アクティビティ報告
　・8/12 バレーボール大会 ……………………………… 教育委員　金光　道晴　　　
　・8/19 寿光園夏祭り ………………………………………… 会長　古山　泰生　　　
●ゲスト　アルパ演奏  ………………………………………………… 内海　淳子さん　 

 第1403回 ガバナー公式訪問及び６クラブ合同例会
　　　　　　　　　　　9月11日㈫　18:30～19:30　矢掛農村環境改善センター

2018.07-2019.06

例 会 記 録 毎月 第2・第4火曜日に例会を行っています。



 第1404回　9月25日㈫　18:30～19:45　土佐家

●例会前　国際平和ポスター　審査会

 第1405回　10月9日㈫　18:30～19:30　土佐家

●NTT フレッツ光　契約者変更について

 第1406回 移動例会　10月27日㈯　16:30～20:00　平喜酒造

●酒蔵コンサート

 第1407回 まつたけ例会　11月13日㈫　土佐家

●マイルストーン・シェブロン・アワード表彰
　・50年   ………………………………………………………………… 小田堅一郎さん　
　・30年   ………………………………………………………………… 塚村　善明さん　
　・25年   ………………………………………………………………… 平井　信義さん　
　・25年   ………………………………………………………………… 柚木　　昌さん　
　・15年   ………………………………………………………………… 岡川　克己さん　
　・10年   ………………………………………………………………… 清水　秀雄さん　
　・10年   ………………………………………………………………… 難波　義夫さん　
　・10年   ………………………………………………………………… 松尾　　徹さん　
　国際理事候補者　渡部雅文氏より　記念品（バッジ）

 第1408回 矢掛LCとの合同例会　11月21日㈬　18:30～20:30　矢掛 魚藤

●矢掛LC会長あいさつ  ………………………………… 矢掛LC会長　藤永　哲雄　　　
●金光LC会長あいさつ  ………………………………… 金光LC会長　古山　泰生　　　
●金光LC幹事報告  ……………………………………… 矢掛LC会長　高岡　哲朗　　　
●矢掛LC幹事報告 ……………………………………… 金光LC会長　小野　義則　　　
●閉会ゴング  ……………………………………………金光LC会長 　古山　泰生　　　

 第1409回　12月11日㈫　18:30～19:45　土佐家

●11/21　第3回GMT委員会　報告 ………… 地区委員（GMT）　川上　　誠　　　
●12/1　第2回ガバナー諮問委員会 報告  …………………… 会長　古山　泰生　　　
●12/8　336複合地区65回年次大会　第2回ホストクラブ打ち合わせ会　報告
  ………………………………………………………… 会長　古山　泰生　　　
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例 会 記 録

 第1410回 忘年例会　12月18日㈫　18:30～20:15　土佐家

●メンバーズスピーチ
　・ライオンズクラブを維持・発展させていくには  ……………… 石田　　豊　　　

 第1411回 新年例会　1月8日㈫　18:30～20:15　土佐家

●平成31年お祝いの会員（敬称は省略いたします）
 喜寿　植田　守彦　・　岡川　克己（昭和18年生）
 還暦　古山　泰生（昭和34年生）
 年男　塚村　善明　・　柚木　　昌（昭和22年生）
●新年懇親会　　ゲスト  ……………………………………… 落語　車屋　化狐さん　

 第1412回　1月22日㈫　18:30～19:45　土佐家

●336-B地区一斉募金活動　募金箱回収

 第1413回　2月12日㈫　18:30～19:45　土佐家

●次期クラブ役員指名委員会について

 第1414回 玉島LCとの合同例会　2月26日㈫　18:30～20:30　セントイン倉敷

●玉島LC会長あいさつ  ………………………………… 玉島LC会長　妹尾　光雄　　　
●金光LC会長あいさつ  ………………………………… 金光LC会長　古山　泰生　　　
●金光LC幹事報告  ……………………………………… 金光LC幹事　小野　義則　　　
●玉島LC幹事報告  ……………………………………… 玉島LC幹事　高木　　豊　　　
●閉会ゴング  …………………………………………… 金光LC会長　古山　泰生　　　

 第1415回　3月12日㈫　18:30～19:45　土佐家

●4月14日　地区年次大会について
●例会終了後　次期役員指名委員会

 第1416回 結成記念例会　3月26日㈫　18:30～20:00　土佐家

●ゲストスピーチ 「今　ここで」 …………………………………… 妹尾　和弘さん　
●懇親会　手打ちそば　酒井清さんと有志二人による手打ちそば　　　
●4月14日　第65回年次大会について



 第1417回　4月23日㈫　18:30～19:45　土佐家

●新入会員入会式
　石部　茂利（S38.4.3）　紹介スポンサー：酒井　　清
　①地区ガバナー入会アピール
　　　代読  ……………………………………………… 会員委員長　酒井　　清　　　
　②ライオンズ正章贈呈  ……………………………………… 会長　古山　泰生　　　
　③歓迎の言葉  ………………………………………… 会員委員長　酒井　　清　　　
　④花束贈呈
　⑤新会員あいさつ  …………………………………………………… 石部　茂利　　　

 第1418回　5月14日㈫　18:30～19:45　土佐家

●献血報告  ………………………………………… 保健福祉委員長　加賀　雅也　　　
●プランター報告  ………………………………… 環境保全委員長　塚村　善明　　　
●5月26日　複合地区第65回年次大会について

 第1419回　5月28日㈫　18:30～19:45　土佐家

●新入会員入会式
　石井　修平（S28.7.17）　紹介スポンサー：酒井　　清
　①地区ガバナー入会アピール
　　　代読  ……………………………………………… 会員委員長　酒井　　清　　　
　②ライオンズ正章贈呈  ……………………………………… 会長　古山　泰生　　　
　③歓迎の言葉  ………………………………………… 会員委員長　酒井　　清　　　
　④花束贈呈
　⑤新会員あいさつ  …………………………………………………… 石井　修平　　　

 第1420回　6月11日㈫　18:30～19:45　土佐家

●6月18日　予算委員会について

 第1421回　6月25日㈫　18:30～20:15　土佐家

●慰労例会
●会長あいさつ  ………………………………………………… 会長　古山　泰生　　　
●幹事・会計あいさつ  …………… 幹事　小野　義則　・　会計　河手　範雄　　　
●次期会長・幹事・会計へ役職バッチ引継　現三役より次期三役へ
●現三役・地区委員へ花束贈呈　次期三役･地区委員より
●出席委員会より本年度（7月第1例会～6月第1例会まで）皆出席の方へ出席賞進呈
●慰労懇親会



編集後記
情報・IT・会報委員長として、私の不徳に
て広報誌を1年間発行出来ず、広報委員各
位また金光ライオンズクラブのメンバーに大
変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
やっと皆様のご協力のもと、1年間の合同
号として発行する事になりました。
今号で気持ちも新たにリセットして、広報誌
の発行を迅速にし、ブログやホームページ
も積極的に更新して行きたいと思います。
� 《情報・IT・PR・会報委員長　伊澤�誠》

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　松尾　　徹
幹　事　加賀　雅也
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

　平成最後の 4 月に入
会しました。サッカー小
僧（オジサン）です。鴨方
サッカー少年団の代表
監督も 35 年目を、迎え
ました。お陰様で年中
しょうゆ顔ですが、元気
を沢山もらっています。
これからどうぞよろしく
お願いします。

　令和元年 7 月より、新会員に加えて頂
きました鴨方町の石井修平です。仕事は
建設業を営んでいます。
　これといった趣味はなく、今まで仕事一
筋で頑張ってきたように思います。65 歳
を迎え老人の仲間入りをしましたが、まだ
まだ元気です。今後は、家族とともに楽し
く笑顔あふれる人生であるとともに、なに
かしら社会に対して、貢献ができればと思
います。皆様、どうかよろしくお願いします。

新入会のあいさつ
石部　茂利 Shigetoshi Ishibe 石井　修平 Shuhei Ishii

336-B 地区 第65回地区年次大会ガバナー公式訪問及び６クラブ合同例会
2019 年 4 月 14 日㈰（玉野市総合体育館）2018 年 9 月 11 日㈫（矢掛農村環境改善センター）


