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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
 『地域と共に『WE SERVE』』
◆336-B地区 地区ガバナー・スローガン
 『良知』『敢為』『知行合一』
◆国際会長キーワード
 『We Serve』
◆地区ガバナー・キーワード
 『チャレンジ!!新たな時代に輝け!!』
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We Serve退任あいさつ

会　　長 松浦　孝雄

　昨年 7 月　何もわからないまま会長に就任し、一年間務めさせて頂き貴重な体験
をさせていただきました。
　今期はスタートと同時にコロナ感染症の蔓延に伴い、通常例会の休会、金光ライオ
ンズクラブ認証 60 周年記念式典中止、九州豪雨災害等、多難な一年でした。
　幸いにも、記念事業の車椅子、一輪車の贈呈　金光 LC 杯サッカー大会　玉浅野
球大会と、NPO 法人日本・ミャンマー医療人育成支援協会への支援金、同法人理事
長岡田先生の記念講演を行うことが出来ました事、私達本来の地域に対しての活動は
達成できたのではないでしょうか。
　例年行われていた金光植木祭りでの献血活動も場所を変え天満屋ハピータウンで
実施 68 名もの献血がなされたこと、コロナ禍の中、献血減少に少しでも貢献できま
した。小学校への EM 液提供も、形を変え子供たちに届けることが出来ました。
　全員で 60 周年を乗り切ろうとスタートした 20 年でしたが、残念ながら 6 名の退
会者を出し大きな痛手となりましたが、大きな区切りと捉え、次なる70 年へと歩をむけ、
バトンを渡したいと思います。
　大変な一年でしたが皆様のご協力ご尽力のお陰で乗り切ることが出来ました。感謝
申し上げます。

幹　　事 伊澤　　誠

　皆様方の温かいご理解、ご協力を頂き無事、幹事の大役を勤めさせていただきまし
た事をまずもって厚く御礼申し上げます。
　本年度、松浦会長の『益者三友で We Serve 正直・誠実・博識』のスローガンのもと、
コロナ禍のため例会の休会やアクティビティの中止など、色 と々できなかった事が多かっ
たのですが、規模縮小でしたが結成 60 周年記念式を行えたことが幸いでした。
　皆様方のご指導をいただきまして、一年間無事に任期を終えることができ大変嬉し
く思っております。
　これからも、小野次期会長はじめ、メンバーの皆様方と協力し、少しでも金光ライ
オンズクラブの発展のために尽くしたいと考えております。
　今後とも宜しくお願い申し上げます。一年間大変お世話になりました。



We Serve新任あいさつ

6R-1Z ゾーン・チェアパーソン 松浦　孝雄

　この度、6R-1Z ゾーン・チェアーパーソンに就任いたしました。
　知識も経験も浅く又、各クラブとの交流も希薄なため重責に堪えうるか心配ではあ
りますが、クラブを代表してこの大任をお受けすることにいたしました。
　先行きの見えない中で、クラブ内外での問題が山積していると思われます。1Z の
地域は笠岡、井原、矢掛、浅口であり、各ライオンズでは、自分たちの地域に誇りを
持ち、会員相互の友情を以て活動されていますが、共通の問題として会員数の減少を
何とか食い止めながらの人材育成、事業展開をなど様々な課題が挙げられているのが
実情ではないでしょうか。
　私にはまだゾーン・チェアパーソンの役目がわからないところがありますが、少しで
も活動の礎になれるよう、この一年間やり遂げたいと思います。
　各クラブの皆様のご意見ご指導をいただきながら頑張りますので、ご支援のほどよ
ろしくお願いいたします。

次期幹事 西　　規雄

　この度、幹事の大役を仰せつかまりました。小野会長を支えられるように１年間の
頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
　様々な活動を通して地域貢献が出来ればと考えておりますが、ライオンズも大き活
動の舞台一つとなっています。小さな私の力ではどうにもならない事を、金光ライオン
ズを通して大きな力と変えて頂き、地域貢献の一助になるような活動が出来れば有難
いと思います。まだ分からないことも多いですが、皆様のお力添えを頂きながら金光
ライオンズクラブを盛り上げることが出来ましたら幸いです。

次期会長 小野　義則

　この度金光ライオンズクラブ会長の大任を仰せつかりました小野義則でございます。
　私は 2013 年７月に入会し８年目を迎えました。入会以来大勢のライオンズのメン
バーの方 と々出会い様々な経験をさせて頂きました。この度その経験を活かし金光ラ
イオンズクラブを盛り上げそして、社会奉仕に精進したいと思います。
　また時代の変化にも柔軟に対応した奉仕というものを常に意識しながら友愛と相互
理解を大切に１年の任期を全うしたい考えです。そのためには皆様の大いなる力添え
を頂戴し進めて行きたい所存でございます。
　何卒、皆様のご支援のほどよろしくお願いいたします。



60 年のあゆみ
金光ライオンズクラブ

第3回

2011

2014

2019

2020

金光LC事務局が
国指定重要文化財の
定金家へ移転

第１回浅口地区「金光LC杯」
中学校サッカー大会開催

第１回「金光LC杯」小学生招待
バレーボール大会開催
（13チーム参加）
山陽新聞掲載（7月25日）

４クラブ合同例会　金光LC・矢掛LC・笠岡東LC・笠岡LC
10月16日（日）（笠岡グランドホテル）



2020

2020

2020 浅口市社会福祉協議会（30台）、里庄町社会福祉協議会（10台）へ
車椅子を寄贈

認証60周年記念事業

浅口市（７校）、里庄町（２校）の小学校９校へ、各校３台ずつ一輪車寄贈

NPO法人日本・ミャンマー医療人育成支援協会へ
支援金40万円及び同法人理事長岡田茂氏による記念講演会開催



例 会 記 録

 第1462例会
  3月9日㈫　18：30～19：45　土佐家

◆会長あいさつ …………………… 会長　松浦　孝雄
◆幹事報告 ………………………… 幹事　伊澤　　誠

 第1463例会
  3月23日㈫　結成記念例会　18:30～19：45　土佐家

◆会長あいさつ …………………… 会長　松浦　孝雄
◆幹事報告 ………………………… 幹事　伊澤　　誠
◆３月誕生日お祝い　花束をお届けしました。
◆結成記念のお祝いに豪華なお弁当と果物セットをいただきました。
◆会員の三木亜里砂さんが桜の花見ができない代わりにと豪華な
　花を生けてくれました。

 第1464例会
  4月13日㈫　18:30～19：45　土佐家

◆会長あいさつ …………………… 会長　松浦　孝雄
◆幹事報告 ………………………… 幹事　伊澤　　誠

 第1465例会
  4月 27日㈫　18:30～19：45　土佐家

◆会長あいさつ …………………… 会長　松浦　孝雄
◆幹事報告 ………………………… 幹事　伊澤　　誠
◆４月誕生日お祝い　花束をお渡ししました。

 第1466例会
  5月11日㈫　18:30～19：45　土佐家

◆会長あいさつ …………………… 会長　松浦　孝雄
◆幹事報告 ………………………… 幹事　伊澤　　誠
◆メンバースピーチ ……………………… 姫井　　成

毎月 第2・第4火曜日に
例会を行っています。

2021.3-2021.6

例  会  記  録活  動  報  告



 第1467例会
  5月25日㈫　18:30～19：45　土佐家

緊急事態宣言発令により休会

 第1468例会
  ６月８日㈫　18:30～19：45　土佐家

緊急事態宣言発令により休会

 第1469例会
  6月22日㈫　本年度最終例会　18:30～19：45　土佐家

◆会長あいさつ ……………………………………………………… 会長　松浦　孝雄
◆幹事・会計あいさつ …………………………………………伊澤　　誠、清水　秀雄
◆次期会長・幹事・会計へ役職バッチ引継　現３役より次期３役へ
◆３役へ花束贈呈
◆幹事報告　幹事　伊澤誠
◆５、６月誕生日お祝い　花束をお渡ししました。
◆年間出席者表彰式
◆テールツイスター、副テールツイスターのあいさつと活躍



編集後記
今年度の最後の号となりますが、MC委員
長として発行させて頂ける事ができました。
コロナ禍で例会やアクティビティーなど思う
ような活動が出来ておりませんが、60 周年
という節目の年に広報誌を通じて歴史を振
り返ることができ有難かったです。まだま
だコロナの治まる兆しが見えませんが、今
だから出来ることを着実に進めて参りたい
と思います。� 《MC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大谷 229-14
　　　　TEL（0865）42-2452
　　　　FAX（0865）42-6615
　　　　Eメール　konkolc@mx1.kcv.ne.jp
　　　　HP　http://konkolc.jp/
編　集　MC 委員会
会　長　松浦　孝雄
幹　事　伊澤　　誠
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

コロナ感染対策のもと人数を最小限に絞って実施されました。

日時：2021 年４月１日（日）13:00 〜 16:30
場所：岡山プラザホテル（岡山市中区浜 2-3-12）

　　　　　　 プログラム（抜粋）
・地区年次大会委員長挨拶
・地区ガバナー挨拶ならびに年次報告
・代議員会決議報告
・岡山県・鳥取県医師会への支援金贈呈式
・第 33 回国際平和ポスターコンテスト入賞者表彰式
・国際会長アワード表彰

岡山大会第67回地区年次大会
　　　　 （参加中止）

前回に続き、ハピータウンの駐車場で献血を行いました。
たくさんの人に来て頂きましたが、アルコール消毒やソーシャルディスタンスを保ち円滑に進める
ことができました。好評の花鉢も豪華で、選ぶのに迷っている方がたくさんいました。

天満屋ハピータウン

献血奉仕
５月３日 (月)
10:00-16:00


