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新クラブ結成新クラブ結成

　2017 年 11 月 23 日に認証状伝達式を開催する事が出来ました。これもひとえに

数多くの皆様方のご尽力とご支援の賜物と深く感謝致しております。

　我が岡山みらいライオンズクラブは 2017 年 8 月 3 日、岡山ライオンズクラブ

のスポンサーにより結成され、世界最大の奉仕団体であるライオンズクラブ国際

協会の一員として日本で 3835 番目、336-B 地区内では 117 番目のクラブとして

承認されました。

　どうぞ皆様方には、今後とも岡山みらいライオンズクラブを末永く見守ってい

ただき、ご指導ご鞭撻をいただきますよう切にお願い申し上げます。

結成　　　　　　　　2017 年 8 月 3 日

認証状伝達式　　　　2017 年 11 月 23 日

スポンサークラブ　　岡山ライオンズクラブ

会長　　　　　　　　藤　井　信　英

幹事　　　　　　　　松　岡　哲　也

会計　　　　　　　　斉　藤　由　香

『岡山みらいライオンズクラブ』『岡山みらいライオンズクラブ』
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最優秀賞

石井 優蘭（いしい ゆら）
 倉敷市立豊洲小学校６年
スポンサー:倉敷東LC

優秀賞

天岡 あすか（あまおか あすか）
 井原市立野上小学校６年
スポンサー:井原さくらLC

大角 季奈里（おおすみ きなり）
 倉敷市立南中学校１年
スポンサー:倉敷阿知LC 坂本 伶菜（さかもと れいな）

 笠岡市立笠岡東中学校１年
スポンサー:笠岡東LC

特別賞

藤原 紗柚（ふじわら さゆ）
 岡山県立聾学校５年
スポンサー:岡山LC

佳作

第30回国際平和ポスターコンテストの
結果はホームページからも確認できます。

http://lc336b.jp/

今井　 響（いまい なる）
 和気町立佐伯小学校６年
スポンサー:和気LC

下立 友哉（しもだて ともや）
 朝日塾小学校６年

スポンサー:岡山操山LC

横山 加怜（よこやま かれん）
 朝日塾小学校５年

スポンサー:岡山操山LC

藤村 結依（ふじむら ゆい）
 倉吉市立上灘小学校６年
スポンサー:倉吉LC

森垣 瑛琳（もりがき えりん）
 倉敷市立児島小学校６年
スポンサー:倉敷ローズLC

　世界中のライオンズクラブは毎年、地域の学校や青少年団体でライオンズ国際平和ポスター・コンテストを
主催しています。この絵画コンテストは、世界中の児童に平和へのビジョンを表現するよう奨励するものです。
25 年以上に渡り、約 100 ヶ国から何百万人もの子供たちがこのコンテストに参加してきました。

児童を対象とした年次美術コンテスト

第30回 国際平和ポスターコンテスト作品第30回 国際平和ポスターコンテスト作品
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地区委員会紹介地区委員会紹介 地区委員会紹介地区委員会紹介

　前期１００周年、そして今期は１０１年目を迎えているライオンズクラブ。そ
の真っ只中にいて、我々はもう一度“メルヴィンの夢”を思い出しただろうか、
そして新しい１０１年目を迎えて、新しい何かに一歩でも踏み出しただろうか、
すべてが停滞してるように見えないだろうか。
　８月に３３５－Ｄ地区前ガバナーＬ．江草氏をお迎えして、ＺＣ対象に「公認ガ
イディングライオン　スタディセッション」を開催した。会員増強もままならな
い中で何故、公認ガイディングライオンと思われたＺＣも、セミナー終了後はどん
どん変貌しつつあるライオンズを知り、刺激を受け、改めてライオンズに生甲斐を
感じたように見受けられた。
　９月には３３３－Ａ地区元ガバナーＬ．吉原をお迎えした。名講師として全国で
も有名な人である。“２１世紀のライオンズを元気に存続させるために”という大
きなテーマであったが、「ライオンズの人はお年寄りや障害のある人や子どもには
優しいがメンバーに大変厳しい」と言われた時、そして「若者だけでライオンズは
存続しませんよ、元気なベテランと若者が一緒に頑張るからライオンズは存続する」
というこの二つの言葉にずっしり重いものを感じた。
　１０月には３年連続で３３０－Ａ地区元キャビネット幹事Ｌ進藤が満を持して
“会員増強　必殺の技”という難しいテーマに取り組んでくれた。答え・・・
それは参加したメンバーにあった。３３６－Ｂだけでなく、３３６－Ａ，Ｃ，Ｄ
そして３３５に至るまで、ゾーンを越えて、リジョンを越えてライオンズの仲間
がＬ．進藤を中心に集まったのである。同じ気持ちを持って、同じ志を持って、
参加者全員の気持ちが一つになったのである。
　３３６－Ｂは停滞なんかしてない、着実に前に進んでいる、そうでないと３人の
講師の先生に叱られてしまう。

GLT委員会活動内容GLT委員会活動内容

委員長　榎本 明

オレンジリング認知症サポーター養成講座

　今般FWTでは、クラブ会員のみならず、一般の方々にも多数呼びかけ、また
その地域に密着するようリジョン毎に「認知症サポーター養成講座」を開催しま
した。
　厚生労働省では、2025 年に 65 才以上の 6人に 1人が認知症患者になり、その
患者数は、日本国内で 700 万人を確実に突破するだろうと予測されています。
　そうなれば、サポートする人材をそれぞれの地域で育成することが必要不可欠
となります。
　『認知症』という病気の知識を正しく理解し、その患者や家族に手を差し延べて
温かく見守り応援する役目を担うのが、“認知症サポーター”　です。
　養成講座を受講した証として　“オレンジリング”　が授与されます。また、
ライオンズクラブの会員用として　“オレンジピン”　も用意されています。　
　FWTでは、全会員が　“地域に求められ地域の役に立つアクティビティ”を
無理なくそして長く継続していくことを切に願っています。

FWT委員会活動内容FWT委員会活動内容

委員長　有本　みどり

5 6



地区委員会紹介地区委員会紹介 地区委員会紹介地区委員会紹介

　今年度から『広報委員会』改め『マーケティング・コミュニケーション（MC）
委員会』へと名称が変わりましたが、活動内容そのものは、今まで以上に様々な
地域へ広く、ライオンズクラブの情報を発信し PRしていくことです。
　既に地区ライオン誌第 1号は発行済みですが、皆様方ご覧いただけたでしょう
か？
第 1号での表紙は、“備中国分寺” と “赤米の田んぼ”　そして “暮れなずむ夕日”
を題材にしました。
今回のこの第 2号では、“雪に佇む国分寺”　です。凛とした空気に古からの清々
しさを感じます。336-B 地区に新しいクラブ『岡山みらいライオンズクラブ』が
結成され、そのお祝いとして巻頭ページを飾っていただきました。
　今まさに第 3号の発行に向けて、掲載記事の調整中です。
地区一斉清掃活動『クリーンアップ大作戦』や『第 64 回地区年次大会』をはじ
め、様々な行事での情報を掲載する予定です。
　毎回多くのクラブからアクティビティ実施の寄稿をいただき、誠にありがとう
ございます。掲載漏れのないよう努めてまいります。
　また、地区ホームページの更新も随時行います。お手持ちのパソコンから、
iPhon から、そして iPad から、ご活用ください。時代の流れに応じて、ウェブ
会議の導入をはじめ、前後左右あらゆる方向へとネットワークを広げ、コミュ
ニケーションしていけるよう、皆様方とともに勉強を重ねていきたいと思って
います。
　今後とも多大なご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

MC委員会活動内容MC委員会活動内容

委員長　堀　真弓
　今期、青少年健全育成委員会は、継続事業として、１１歳から１３歳の子供た
ちの「平和意識の高揚」「国際感覚の醸成」を目指し、国際平和ポスターコンテス
トへの参加推進を、「１ゾーン３校以上の参加」を目標として、各クラブにアク
ティビティ参加のお願いをしてまいりました。
　その結果、１９クラブの参加があり、「１ゾーン２.７校参加」となり目標には届
きませんでしたが、応募作品総数は１,４１９点寄せられ大きな成果がありました。
　応募作品は、各クラブで優秀作品を選考して、１１月１５日締切りで １３３点が、
地区に出品され、１１月２２日にキャビネット事務局において、キャビネット三役
と青少年健全育成委員会メンバー７名で最終審査を行いました。
　審査の結果、最優秀賞 １点、 優秀賞 ３点、 特別賞 １点、 佳作 ５点を選出し、最
優秀賞に選ばれた１点を、複合地区に出品することになりました。

国際平和ポスターコンテスト　応募作品審査
平成２９年 １１月２２日（水）
ポスターコンテスト参加クラブ数　：　１９クラブ
　　　　　　　　応募学校数 ： 小学校 ２９ 校（内、聾学校１校）、 中学校 １９ 校
　　　　　　　　応募作品総数 ： １,４１８ 点、　    地区への出品数 ： １３３ 点
　　　　　　　　出品作品の審査 ： １０ 名
　　　　　　　　　　　（キャビネット三役、青少年健全育成委員会メンバー７名）
審査場所 ： ３３６-B 地区キャビネット事務局

青少年健全育成委員会活動内容青少年健全育成委員会活動内容

委員長　飯居　康弘

7 8



地区委員会紹介地区委員会紹介 地区委員会紹介地区委員会紹介

　愛カード（献眼時の手順）発行について

　今般、環境保全委員会では献眼実施手順の分かる新しい「献眼カード」を考案し
発行しました。各クラブ全会員の皆様に１枚ずつと、ご家族の方にも必ず１枚お渡
し頂きますよう、よろしくお願いします。
　カード裏面のクラブ名と電話番号等は各自でご記入していただき、担当者名は、
後日任期交代等での変更ができるよう鉛筆書きにして下さい。
　また、アクティビティ等の折に一般に配布する場合は、地区ホームページからダ
ウンロードして必要枚数を印刷してお使い下さい。
　【ひとりの献眼】によって【ふたりの光】を取り戻すことができます。
　皆様方の多大なご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

環境保全委員会活動内容環境保全委員会活動内容

委員長　清水　男
2017-2018ＹＣＥ冬期キャンプ報告（平成 29 年 12 月 22 日～ 24 日）

　今期も例年通り 336ＡＢ合同で新見いぶきの里スキー場で冬期スキーキャンプ
を行いました。
　来日生は 5名でレオクラブと地元高校生からの参加が 14 名ありとても盛り上
がったキャンプになりました。
　今回来日生とのコミュニケーションを取るための企画等はレオクラブ主体で相
談して行い、とても好評でキャンプが終わる閉村式では涙涙の感動する式となり
ました。
　来期のキャンプに向けてまた委員会で話し合いたいと思います。
　ありがとうございました。

YCE・国際関係委員会活動内容YCE・国際関係委員会活動内容

委員長　難波　進
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地区委員会紹介地区委員会紹介

地区大会委員会活動内容地区大会委員会活動内容

委員長　長野　直樹

第56回　OSEALフォーラム台南第56回　OSEALフォーラム台南

300－E1高雄交流会300－E1高雄交流会

日 時：２０１７年１１月１９日　場 所：漢神巨蚕

MD336の夕べMD336の夕べ

日 時：２０１７年１１月１８日　場 所：台南担仔麺国際連鎖餐廳  （高雄店） 

OSEALフォーラムOSEALフォーラム

日 時：２０１７年１１月１８日　場 所：高雄アリーナ 
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1R1Z
岡山ライオンズクラブ
ライオンズクエスト　
校内型ＷＳ（ワークショップ）開催
●８月１９日（土）、２０日（日）

　「ライオンズクエストを今期のメイン
アクティビティに」との利守会長の発
案で、岡山ＬＣとして初のライオンズ
クエストＷＳを開催しました。このＷ
Ｓ開催にあたっては、就実中学の竹内
校長とライオンズクエスト中嶋特別顧
問の｢燃えたぎる情熱｣があって実現す
ることが出来ました。
　岡山ＬＣメンバーは７月第二例会で、
中嶋さんの講師でクエストについて理
解を深めました。
　今回のＷＳは「校内型」で、講師は
ＪＩＹＤの寺本 之人クエスト認定講師、
１７名の参加（下記参照）で２日間行
われました。
　太田ガバナー、中嶋特別顧問、大谷
前ガバナー、利守会長のご挨拶の後い
よいよＷＳ開始です。
　スタート時は皆さんぎこちなさもあ
りましたが、寺本講師の穏やかな中に
もしっかりと軸のぶれない研修に、終
盤に向け大いに盛り上がった２日間で
した。最後の修了発表では、「是非こ
れからの授業に役立てたい」との力強
い決意も聞かせていただきました。寺
本講師からも「一番やりやすいことか
らでいいので、今年中に一度お試し授
業を」とのアドバイスがありました。
　今回のＷＳ参加者のお顔を拝見して、
きっと皆さんの【頭の中】・【心の中】
に、これからのお仕事へのヒントや多
様な引き出しを増やしていただけたの
かな、と感じました。受講者間のネッ
トワークも広がっていきそうな予感が
しています。
　利守会長、受講した村中幹事、アド
バイスいただいた大谷前地区ガバナー
とも話したのですが、今回の就実中学
さんとのご縁を大切に、先生方とご相
談しながら、岡山ＬＣとして今回のフ
ォローにしっかりと取り組んでいきた
いと思います。

　11 月 11 日 ( 土曜日 )FWT委員会と
して初めて、岡山東ライオンズクラブ
と岡山東国際レオクラブと合同でアク
ティビティを実施しました。
　11 月の「オレンジリボンキャンペ
ーン（児童虐待防止）」の自主企画と
して、山陽学園大学・短期大学で行わ
れた催事に子供連れで参加される方々
へ約 100 組、また、場所を表町商店街
（天満屋本店付近）に移し、通行され
る様々な年代の方々へ約 400 組、オレ
ンジリボン・啓蒙チラシを配布しまし
た。当初、表町商店街での活動時間を
2時間予定していましたが、参加者の
パワーで約 400 組のリボン・チラシを
1時間少々という短時間で配り終える
ことができました。そして、手に取っ
ていただいた方々への説明も時間の経
過とともにスムーズになり、無事に活
動を終えました。

2R1Z
岡山東ライオンズクラブ
オレンジリボン ( 子ども虐待防止 )
啓蒙活動
●１１月１１日（土）
●１）山陽学園大学・短期大学　構内
　２）岡山市　表町商店街　天満屋岡山店前

　過ごしてもらうことができたと思い
ます。当日審査結果を発表し、みんな
で、入賞者に拍手を送り終了しました。
受賞作品をももたろう観光センター、
岡山城に展示し、受賞者には、賞状と
賞品を進呈。青少年の健全育成という
趣旨にかなったアクトができたと考え
ています。

2R1Z
岡山ハーモニーライオンズクラブ
岡星寮の秋まつりのお手伝い
●１０月１５日（日）
●岡星寮

　岡星寮の秋まつりに参加させて頂き
ました。当日は雨でしたが、沢山のボ
ランティアの方々が参加、一緒にお餅
つきをしました。岡星寮は、岡山市に
ある障害者支援施設で　知的障害と視
覚障害がある重複障害者の方が利用さ
れています。

2R2Z
岡山せとうちライオンズクラブ
献血推進奉仕活動

●１１月２３日（木）
●天満屋ハピータウン岡南店　駐車場

　岡山せとうちライオンズクラブでは、
日本赤十字社岡山支部のご協力のもと
2017 年 11 月 23 日 ( 木 ) に献血推進奉仕
活動を岡南ハピータウン駐車場にて開催
致しました。事前にチラシ、ＳＮＳでの
ＰＲ活動も行い、当日は、朝から快晴の
元、メンバー２１名でティッシュ配りを
しながら推進活動しました。午前の部
10 時から 11 時 30 分まで、午後 12 時 30
分から 16 時 30 分まで、岡南ハピータウ
ン各入口にメンバーを配置し、受付があ
るＴＯＨＯシネマズ岡南入口まで誘導し、
午前の部と午後の部で約６５人受付、献
血者数５３名の献血にご協力頂きました。

　土日の２日間、最後まで熱心に受講
・修了された１７名の皆さんに敬意を
表し、報告といたします。

2R1Z
岡山あげはライオンズクラブ
第 8回小学生写生大会
●１１月５日（日）
●岡山城天守閣広場

　今回で第 8回となる岡山あげはライ
オンズクラブ恒例のアクト「小学生写
生大会」です。岡山、倉敷市の小学校
から、72 名の小学生と保護者が参加。
岡山市教育委員会、おかやま観光コン
ベンション協会にご参加いただき、開
会式を挙行しました。そして岡山城の
写生をするだけでなく、参加者に城内
を見学してもらう時間を設けました。
お天気も最高で岡山城を見上げながら、
保護者の皆様も含めて、楽しい時間を

2R1Z
岡山マスカットライオンズクラブ
第３７回　岡山障がい者卓球大会
●１０月２２日（日）
●岡山市障がい者体育センター

　当クラブ結成初年度からの継続アク
ティビティであり、今回で２３回目と
なります。
　岡山県、山口県、広島県、鳥取県、
大阪府、香川県、徳島県、京都府、愛
知県から５４名の大会参加者登録、体
育センター、他クラブのボランティア
を含め動員数７２名の予定でしたが、
台風接近による交通機関の支障などに
より、実質参加人数は４７名となり、
少し残念な形となりましたが、立位の
部、車椅子の部でそれぞれ例年以上熱
戦が繰り広げられました。
　また毎年、Z内ブラザークラブから
多数の応援をいただきましたことに感
謝いたしております。
　今年もまた非常に高いレベルの戦い
をご支援させていただけたことに大変
嬉しく思います。
　選手の皆さんから大きなパワーと感
動を今年もいただくことができました。

2R2Z
岡山操山ライオンズクラブ
第３２回岡山地区矯正展
●１０月１４日（土）１５日（日）
●岡山刑務所

　地域活性化のため、岡山刑務所に
出店（果物・塩干・その他）

2R2Z
岡山京山ライオンズクラブ
聖園子供の家招待
●９月２４日（日）
●吉備中央町 岡山乗馬倶楽部
➡　きびの森植物園　➡　米粉工場

1R3Z
岡山吉備ライオンズクラブ
第２回岡山吉備ライオンズ
クラブ杯ソフトボール大会
●９月３日（日）
●山田グリーンパーク

　私たち岡山吉備ライオンズクラブは、
これまで 30 年以上、4学区球技大会
（吉備学区、陵南学区、福田学区、庄学
区）を開催して、青少年の健全育成に
努めてきました。
　参加チームの評価も高く、大会への
参加希望者が 4学区周辺チームからも
あり、2年前クラブ創立 50 周年を節目
に、大会名称を　「岡山吉備ライオンズ
クラブソフトボール大会」　に変更し、
大会の規模を拡大して昨年よりスター
トを切っています。
　参加チームは、これまでの 4学区か
ら、高松中学校区、足守中学校区、中
山中学校区へと広がり、15 チームの参
加となりました。
　私たちは大会を通じて健全なスポー
ツマンシップが２４０名の球児の心に
育成されていくものと期待しています。

　1978 年よりの継続アクティビティ
として、家庭内で何らかの理由があっ
て面倒を見ることが出来ない子供達を
預かっている施設で、3歳児から高校
生までが生活している。
　1年に 1回工夫を凝らして日頃体験
出来ない色々な事を実施しています。
　今年度は、岡山乗馬倶楽部でホース
セラピー、きびの森植物園、米粉工場
の見学を実施しました。
　毎回子供達の笑顔、歓声がすごく嬉
しくなります。又、来期も新しい体験
が出来る何かを考えて続けていきたい
と思います。
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1R2R
合同アクティビティ
１Ｒ２Ｒ合同社会奉仕デー
「おかやまマラソン 2017」
ボランティア参加
●１１月１１日（土）１２日（日）
岡山県総合グラウンド・ジップアリーナ

　　「ライオンズクエストを今期のメ
イン「おかやまマラソン 2017」が 11
月 12 日８時 45 分ジップアリーナ前を
スタートしました。フルマラソンに１
万 4894 人、ファンラン（５．６キロ）
に 1243 人が参加。岡山市内のコースを
カラフルなウエアや仮装に身を包んだ
ランナーたちが駆け抜けました。大会
は今年で３回目。沿道の『おもてなし
給食』には、大会がきっかけで生まれ
た塩分多めの「スポーツきびだんご」
や「黄ニラ入り水餃子」などが初登場。
ゲストランナーに岡山出身のお笑いコ
ンビ「千鳥」の大悟さんやタレントの
小島よしおさんらが招待され、ランナ
ーとハイタッチしたり声を掛け合った
りして大会を盛り上げていた。我々ラ
イオンズクラブのサポートも３回目と
なり、ボランティアにも熱が入ります。
この度は 336-Ｂ地区１Ｒ２Ｒ13 クラブ
で行い、私楢村が社会奉仕デー実行委
員長として、全力で段取りをさせて頂
きました。前々回、前回と同様に市内
中心を走るファンランのお世話を担当
です。事前に参加 13 クラブの担当者が
準備会議を繰り返し、当日は５０名の
ボランティアを配置しランナーの手荷
物の管理とゴール地点で「完走証」や
「記念タオル」を手渡し、ランナーと
ボランティア、観客が一体となり栄光
を称え合い感動が広がりました。喜び
溢れる完走者の顔を見ていると、ボラ
ンティアの疲れも吹っ飛ぶどころか、
やりがいのある素晴らしい奉仕活動だ
と感じました。二日間の運動公園のイ
ベントでは、ライオンズクラブと岡山
県赤十字血液センターが協同で「ヘモ
グロビン測定」テントを出し、多くの
方々が訪れました。今後も社会奉仕デ
ー実行委員会でサポートして参りたい
と思います。

　我がクラブの名前の由来の地でもあ
る「弥生の里」の清掃奉仕活動は、発
足以来継続事業として毎年８月に早朝
例会開催のあと行っています。今年も
晴天に恵まれ８月２３日 ( 水）午前６
時より第１１４１回例会を開催しまし
た。まず会長の挨拶、幹事報告、社会
奉仕福祉委員長の作業説明の後 原田津
山市教育長から挨拶を頂きました。当
日は、津山市教育委員より７名と我が
クラブより３３名の合計４０名全員で
ラジオ体操を行いました。しかもこの
ラジオ体操は標準語の体操説明ではな
く、山本会長が真庭市より頂いた「真
庭の方言」での説明で、体操をしなが
ら笑い声の絶えない楽しいラジオ体操
でした。その後、草刈り鎌や草刈り機
を手に、辺り一面茂っていた弥生の里
の草を約１時間汗ビッショリになって
刈り上げ、すっかりきれいにしました。
財務計画委員会が準備した冷たい麦茶
とできたての熱々の豚汁とむすびに舌
鼓を打ちそれぞれ笑顔で散会しました。

＊ボランティア参加クラブ：岡山フェ
ニックス、岡山城東、岡山東、岡山西、
岡山南、岡山北、岡山シニア、岡山ハ
ーモニー、岡山操山、岡山ひかり、岡
山京山、岡山中央、岡山せとうち
　１３クラブ

3R1Z
津山やよいライオンズクラブ
第５４回　津山市中学生野球大会支援
●８月５日（土）６日（日）
●津山市勝部「津山スポーツセンター野球場」

　今年も津山市の夏の恒例行事になっ
ている「第５４回津山市中学生野球大
会」が津山市スポーツセンター野球場
にて盛大に開催されました。我がクラ
ブからも開会式・応援・閉会式に出席
し夏空の下、野球少年達の健闘を祈り、
頑張りを称えました。

・学校法人　しらゆり幼稚園へ樹脂製遊具
　プレイランドジム １基、
　プチプレイハウス １基 目録贈呈
・特定非営利法人　どんぐりコロコロへ
　冷蔵庫　１台 目録贈呈

●９月１３日（水）
●津山鶴山ホテル

　平成 29 年 9 月 13 日 ( 水）第 1142 回
例会にて学校法人「しらゆり幼稚園」
へ園児の健やかな成長の一助として、
樹脂製遊具 プレイランドジム１基とプ
チプレイハウス１基の目録を園長 原田
圭子 様へ贈呈しました。また同日、特
定非営利活動法人「どんぐりコロコロ」

3R1Z
津山鶴山ライオンズクラブ
花火大会観賞会　チャリティ売店出店
●８月６日（日）
●津山鶴山公園

　8月 6日（日）恒例の花火大会観賞
が津山観光協会、津山鶴山ライオンズ
クラブ、津山車イスの会協賛で鶴山公
園内で開かれた。台風情報の中幸いに
して、雨風にも会わず、打ち上げ花火
の煙もすぐに流れて最高の鑑賞会であ
った。売店の売り上げもすべて完売。
販売利益は、今期の奉仕活動に活用す
る。

へ社会奉仕福祉事業支援として冷蔵
庫１台の目録を管理者 池嶋久美 様
と就労継続支援B型事業所「どんぐ
り工房」の父兄代表の髙木さと子様
へ贈呈しました。爽やかな秋空の下、
先生方の見守る中しらゆり幼稚園の
園児達は、贈呈した樹脂製遊具に集
まりはしゃいでいる様子が目に浮か
びます。そしてどんぐり工房では、
新しく開発された製品を職員の方々
の指導の下、入所のされている方々
が一生懸命作られている姿が想像で
きます。我が津山やよいライオンズ
クラブは、有効且つ有意義に使って
頂けることと信じております。

早朝例会
●９月６日（水）
●津山文化センター前から津山城入り口にかけた道路

　9月第一例会が文化センター前で、
会員集合のもと開催され例会後、恒例
の清掃作業が行われた。昨夜までの雨
もあがり又先日までの蒸し暑い朝を忘
れるような、すがすがしい空気の中会
話を楽しみながら、奉仕の心で気持ち
の良い汗を流した。

・津山駅北口広場へ長椅子の寄贈
　津山駅北口広場へ駅利用者や訪問者
が憩いや賑わいの創出を図って頂きた
いとの思いを込めて、城下町の風情が
香るデザインコンセプトにふさわしい、
ひのき造りの長椅子８基を記念事業と
して設置し、広場の憩いと安らぎを感
じて頂き、津山の玄関口たる駅周辺の
賑わいに寄与するものであります。

・津山市観光協会へ車イス２台寄贈
　当津山市へ観光で訪れる方々の中に
は、歩行に不自由を感じている方も居
られますが、これ迄観光協会として車
イスの準備はなされておらず、必要の
際には他の機関より借用していたが、
観光協会自ら所有の車イスを準備する
事により、観光の進展に寄与すると共
に、福祉の向上に寄与するものであり
ます

保育園児招待芋掘り会
●１０月１２日（木）
●こんどう農園（会員所有）

　10 月 12 日高野第 2保育園児を招い
て、会員所有の畑で芋堀を楽しんだ。

津山駅北口広場へ長椅子の寄贈
津山市観光協会へ車イス２台寄贈
●１０月１１日（水）
●津山駅前北口広場　津山市観光協会

第３９回津山納涼ごんごまつり
IN吉井川にて薬物乱用防止
「ダメ。ゼッタイ。」の啓発活動実施
●８月５日（土）
●津山市吉井川河岸緑地公園

　今年度の安全環境青少年委員会の活
動事業の一つに薬物乱用防止啓発活動
を計画しました。
　津山市恒例行事としての納涼ごんご
まつり IN吉井川にて薬物乱用防止
「ダメ。ゼッタイ。」を津山市民に積極
的にアピールしました。当日は、「ダメ。
ゼッタイ。」と印刷したうちわ２００本
を作成し、津山市民に手渡し活動をし
ました。

「弥生の里」の清掃奉仕活動
●８月２３日（水）
●津山市沼「弥生の里」

久米南町上之町地区活性化委員会へ
業務用冷蔵庫購入金 10 万円の目録贈呈
●９月１７日（日）
●久米南町下弓削 「寄ってっ亭」 

　平成 29 年 9 月 17 日 ( 日）我がクラ
ブの社会奉仕福祉委員会では久米南町
上之町地区の活性化の一助として、業
務用冷蔵庫購入資金１０万円を負担し
その目録の贈呈式を午前１１時より久
米南町下弓削の「寄ってっ亭」にて行
われました。その日は、台風１８号が
中国地方最接近とニュースで放送され
ていたので、前日よりとても心配をし
ましたが、午前１０時にクラブ員７名
が津山を出発、幸運にも風雨に遭遇す
ることもなく午後２時、安全に津山ま
で帰る事ができました。昼食は、上之
町地区活性化委員会の方々のご厚意で
調理された「ゆずコロッケ」と「ちら
し寿し」等ご馳走になりました。メイ
ンの「ゆずコロッケ」は、外はサクサ
クで中はゆずが沢山入っており、ゆず
の風味がとても良く大変美味しく頂き
ました。「ゆずコロッケ」は、お祭り
などイベントが開催される場合、久米
南町上之町地区活性化委員会に依頼す
ると出張販売してくださいます。皆さ
んも是非「ゆずコロッケ」を召し上が
ってください。
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の会員は当クラブのウインドブレーカ
ーを着用し「たこ焼き」の模擬店の販
売コーナーとクラブ会員より拠出した
バザー品が並ぶバザー会場の見回り係
りを担当しました。大盛況の内、午後
３時無事終了いたしました。

3R1Z
津山衆楽ライオンズクラブ
出雲街道津山城東むかし町うまいもの屋台出店
●１１月５日（日）
●津山城東地区

　11 月 5 日　第 28 回出雲街道津山城
東むかし町うまいもん屋台に、サツマ
イモスティック・フライドポテト・コ
ロッケの出店を実施した。
　サツマイモは、5月 24 日に作陽保育
園児と一緒に苗を植え、5ヵ月の間水
やり、草刈をかかさず丁寧に育てあげ、
10 月 24 日に再び作陽保育園児を招待
し収穫したものを使用。
　出店当日は秋晴れの下、多くの人手
となり大盛況のうちに全て完売した。
この収益金は、今度の青少年健全育成
事業などの事業資金に充てる。

3R2Z
真庭ライオンズクラブ
チャリティーダンスパーティー
（真庭 LC・真庭 RC合同開催）収益金寄付
●７月２１日（金）
●①いこいの家・喜楽会（同一場所）
　②スカイハート灯

　福祉施設（いこいの家・喜楽会・
スカイハート灯）へ
　チャリティーダンスパーティーの収
益金を寄付

3R2Z
真庭旭ライオンズクラブ
「少年の森」草刈清掃
●７月２０日（木）
●少年の森

　「少年の森」はクラブ結成記念事業と
して整備した野外施設で、毎年利用客
が増える夏休み前のこの時期に草刈等
の整備を行っているもので、今日も早
朝６時より会員９名が出席して、草刈
りや溝掃除・木の選定など１．５時間
程度の作業を行ないました。
　年々利用客が減少する中でも、きれ
いに整備して気持ちよく使ってもらえ
るようにと行っている
　４３年続けている事業です。

経費３,９６０円　稼働時間１.５時間
×出席会員９名＝１３.５時間

の会員は当クラブのウインドブレー
ーを着用し「たこ焼き」の模擬店の

3R1Z
津山さくらライオンズクラブ
津山市内５LC合同早朝清掃奉仕
●１０月８日（日）
●津山市内

　１０月８日「ライオンズ奉仕デー」
にちなみ、津山市内の５クラブ（津山、
津山鶴山、津山やよい、津山衆楽、津
山さくら LC）が、市内それぞれの一
斉清掃を行った。担当箇所は、徳守神
社・衆楽園・津山周辺道路などで、早
朝６時３０分から約１時間気持ちのよ
い汗を流した。また、津山駅前整備に
より新たな場所に移転した箕作阮甫像
を、各クラブ代表で１名が参加してき
れいに磨いた。
　地元新聞で報道され、ライオンズク
ラブの活動が多大な PR効果を上げた。

《８/８》　受付者５２名（４００ml
×採血者４６名＝１８，４００ml）
経費　４，６２０円　　稼働時間
４時間×出席会員３名＝１２時間
《９/１２》受付者３４名（４００ml
×採血者３２名＝１２，８００ml）
経費　１，２００円　　稼働時間
２時間×出席会員３名＝６時間

いる。また夕方からは津山鶴山ホテル
で行われた５０周年を記念する祝賀会
に出席した。

「献血活動」

　今期の献血件数は
7/26　真庭市役所美甘振興局
　献血者　13 名
8/8　　久世保健福祉会館
　献血者　46 名　（真庭旭 LCと合同）
9/12　デンソー勝山
　献血者　19 名

ＥＭ活性液作りとプールへの投入
●１０月１１日（水）
●樫邑小学校

　真庭市久世地区の小・中学校６校へ
ＥＭ原液・糖蜜を寄贈しました。そし
て９月２７日には樫邑小学校にて５．
６年生６名と一緒にＥＭ原液と糖蜜・
米ぬか汁を合わせてＥＭ活性液２００
ℓを作りました。これを１０日～２週
間程毎日ガス抜きをしてかき混ぜ培養
させたものを、本日プールに投入とな
りました。
　またこのほかにも各学校にて随時投
入を行っていきます。学校からは「ヘ
ドロや藻の発生が少なく毎年５月のプ
ール掃除が楽になり、排水しても環境
にやさしいので地域からの反応も良く
て助かっています。」とのお声を頂き、
この活動の重要性を再確認しました。　

経費　３３，６９６円　
稼働時間　２時間
　×出席会員４名＝８時間

世界ライオンズ奉仕デー
●１０月８日（日）
●津山市今津屋橋北詰から新大橋までの国道５３号
　線の歩道と吉井川河川敷と津山駅前の箕作元甫銅像の清掃

　平成２９年１０月８日 ( 日）午前６
時１５分より津山市伏見町・花月旅館
西隣の広場（津山市に使用許可申請済）
で第１１４４回早朝例会を開催しまし
た。会長挨拶、幹事報告、社会奉仕福
祉委員長からの作業説明後、今津屋橋
北詰から新大橋西側までの国道 53 号
線沿いの歩道（両サイド）と吉井川河
川敷公園（北側のみ）と津山駅前の箕
作阮甫 銅像清掃の４班に分かれ午前
６時３０分より作業を開始しました。
会員全員黄色のウインドブレーカーを
着用し軍手、火ばさみ、津山市のボラ
ンティア袋を持ち霧の中を約１時間ゴ
ミ拾いをしました。やはりタバコの吸
い殻とペットボトルのポイ捨てが多く、
みんながマナーをちゃんと守れば綺麗
な街になるのになぁ！と考えさせられ
ました。とにかく参加した会員の行動
で街がスッキリし達成感を味わいまし
た。

津山乳児保育園収穫祭・バザー会参加協力
●１０月２８日（土）
●津山乳児保育園・城西保育園 園庭

　１０月２８日（土） 津山乳児保育園
・城西保育園 園庭にて収穫祭・バザー
会が開催されました。津山乳児保育園
へは創設以来支援活動を継続しており、
今年も恒例の収穫祭・バザー会が行わ
れました。当日はあいにくの雨天でし
たが午前１０時３０分「ひかり太鼓」
のオープニングを皮切りに、収穫祭が
盛大に開催されました。参加した７名

津山剣道連盟へ、活動助成金贈呈
●１０月１５日（日）
●津山総合体育館

　１０月１５日津山総合体育館にて津
山剣道教室５０周年記念秋季少年剣道
大会が開催された。当クラブより３名
が参加、大会応援し、表彰式にて小原
会長より少年剣士達に励ましの言葉を
述べ、青少年健全育成事業の一環とし
て活動助成金１０万円を贈呈した。
１９９２年より継続的に後援を続けて

ＥＭ活性液投入作業
●１０月２４日（火）
●真庭市内　勝山小学校・月田小学校
　・富原小学校・美甘小学校
　新庄村　　新庄小学

　台風一過の晴天の中、真庭地域５つ
の小学校のプールにEM活性液を投入
した。美甘地区で培養したEM活性液
1トンを会員 10 名がポリタンクに分け
て各小学校のプールに２００リットル
ずつ流し入れた。

献血推進活動
●８月８日（火）
●久世保健福祉会館

　久世保健福祉会館にて今年度第１回
目の献血推進活動を行ないました。ま
た２回目は勝山病院に於いて実施し、
受付者に記念品を寄贈しました。今回
も当クラブ会員Ｌ富永知行が献血を行
うなど、毎回多くの近隣住民や事業所
等から駆けつけてくれて一定の成果は
あるものの、血液センターの方による
と「血液は慢性的に不足している」と
いうことで、今後もより一層のＰＲが
必要と感じています。

道路清掃
●１０月１２日（木）
●国道１８１・３１３号線
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稚園の園児１４名や小学１．２年生２
９名と芋ほりを通して楽しい交流がで
きました。今夏は天候が悪く生育はど
うかと心配していましたが、例年程度
の良い出来栄えで子供たちは大きない
もを掘り当てると「みてみて～。大き
いのがほれた。」「僕のも大きいよ！」
とうれしそうに見せてくれて、次はも
っと大きな芋を・・・と夢中で掘って
いました。

稼働時間　１時間
 ×出席会員３名＝３時間

献血事業に協力
●７月１４日・８月１７日・２２日・２４日
●北房振興局・落合ショッピングセンター
・美咲町旭保健センター・河本医院・金田病院
・向陽台病院・落合病院

　今年も、毎年恒例となっている蒜山
地域内の合同清掃活動を行いました。
　毎回各団体と合同で、観光シーズン
を迎える、「GW前、夏休み前、紅葉時
期前」の年３回行っています。
　毎回、たくさんの方に参加していた
だきゴミも年々減少していますが、今
後も継続していきたい事業の一つです。

3R
第 2 回２Ｚ合同親睦会
●１１月４日（土）
●落合リバーサイドホテル

　昨年から始めた２Ｚ合同懇親会を好
評に付き今年も開催しました。
　席割りも１テーブルに５クラブを振
り分け、普段交流の無い皆さんとも打
ち解け、とても楽しいひと時を過ごし
ました。
　三味線、カラオケ、利き酒会など各
クラブの芸達者ぶり、お見事！

　血液不足の暑いこの時季に、買い物
客、事業所、病院の職員に呼びかけ４
日間　７会場で献血事業に協力、受付
者に粗品を贈呈しました。
受付者２１１名
採血者１７６名（400ml）　

3R2Z
蒜山ライオンズクラブ

合同清掃活動（夏・秋）
●７月２１日（金）１０月１１日（水）
●蒜山地域内

3R2Z
合同 ACT

第１１回「乗馬教室 in 蒜山」（２Ｚ合同ＡＣＴ）
●１１月４日（土）
●蒜山ホースパーク

　第１１回「乗馬教室 in 蒜山」が蒜山
ホースパークにて、３Ｒ－２Ｚ　５ク
ラブの合同事業として、４歳から小学
６年生まで４３名の参加により今年も
盛会に開催できました。リオオリンピ
ック出場や国体には幾度も出られてい
る「原田喜市選手」の馬場馬術演技、
人と馬が一体となって規則正しく行動
する様を間近で見たり、馬についての
お話を聞き、動物や自然様々な事に関
心を持ち乗馬体験をすることで、馬と
の触れ合いを楽しみ充実した１日を提
供することができたと思います。
　参加幼児児童４３名＋保護者２７名
＋２Ｚライオンズ関係１７名＝８７名
　経費２７，２００円　
稼働時間５時間×出席会員５名
　＝２５時間て

　米来小学校にて、芋ほりを行ないま
した。これは今年６月に芋苗３５０本
を寄贈し子供たちと一緒に植付けたも
ので、この日収穫の時期となり米来幼

稚園の園児１４名や小学１．２年生
９名と芋ほりを通して楽しい交流が

　世界ライオンズ奉仕デーの一環とし
て道路清掃を行ないました。この日は
会員８名が出席して２班に分かれて国
道１８１・３１３号線沿いの空き缶や
ペットボトル、たばこの吸い殻などを
拾い、２時間ほどで１５袋のごみを拾
い、道路の環境美化に努めました。

稼働時間２時間×出席会員８名
　＝１６時間

国際平和ポスター展
●１０月１３日（金）～２０日（金 )
●フリースペース「風ようび」

　１０/１３～２０に亘り、今年度の
国際平和ポスターの応募作品１２点を
「フリースペース風ようび」さんに於
いて展示会を行ないました。期間中は
多くの方が見に来てくれたので、子供
たちにも励みになったと思います。ま
た作品応募者には記念品を寄贈しまし
た。

経費６，０００円　
稼働時間１時間
　×出席会員５名＝５時間

環境保全事業　「ＥＭ液を７校のプールへ投入」
●１０月２７日（金）
●真庭市落合、北房　久米郡美咲町の
　小学校・中学校　７校

米来小学校にて芋ほり
●１０月２７日（金）
●米来小学校

盲導犬募金活動
●１１月１９日（日）
●久世エスパス土広場

　久世ぼっこう祭にて｢盲導犬募金活
動」を実施しました。多くの出店があ
る中、我々も綿菓子店を出して来場者
に盲導犬募金を呼び掛けました。ザラ
メ５ｋｇを用意し会員が《わたがし》
を作って来場者にプレゼントしたが、
なかなか忙しく作る手を休める間もな
く大いに繁盛し、多くの方の善意を頂
くことができました。集まった浄財５
４，６６０円はすべて中部盲導犬協会
へ送金しました。

募金額５４，６６０円
（累計金額１，４６３，６２９円）
経費１０，６７３円　
稼働時間８時間×出席会員１０名
　＝８０時間

第１１回　落合ライオンズクラブ杯
サッカー大会開催
●１１月２３日（木）
●白梅総合グラウンドサッカー場

3R2Z
落合ライオンズクラブ

汗を流すＡＣＴ「桜の木の下草刈り」
●７月９日（日）
●落合向津矢堤防

　本大会は、青少年健全育成の一環と
して「少年少女がサッカーを通し、交
流を深め技術の向上と仲間意識と連携
を高め、地域の活性化を図る」ことを
目的に毎年開催しており、本年で１１
回目となりました。
　当日は、サッカー日和の中、７小学
校１６チームが参加、保護者の熱い声
援を受け、白熱した試合が展開されま
した。クラブより、栄誉を称えトロフ
ィー、メダルを贈りました。
　子供達の夢が大きく育つそんな大会
を目指しています。

米来幼稚園にてお餅つき大会
●１１月３０日（木）
●米来幼稚園

いしょ！！」と掛け声がかかり、嬉し
く微笑ましく思いました。そしてつき
たてのお餅はお母さん方の手によって
きな粉餅や海苔餅などでおいしく頂き、
楽しい触れ合いができました。

経費５，０００円
稼働時間　３時間×出席会員３名
　＝９時間

3R2Z
湯原ライオンズクラブ

旭川荘エアコンフィルター清掃奉仕
●１１月１１日（土）
●社会福祉法人　旭川荘真庭地域センター

　地元湯原温泉の旭川荘への地域奉仕
として、エアコンフィルター清掃を協
力しています。
　施設では在宅障がい者の日中活動と
して様々な事業に取り組んで居られ、
その一つに地域資源を活かした木工活
動を行って居られ、特に木工室では木
工屑が蓄積するなど、フィルター清掃
が欠かせません。廊下・食堂・のほか、
利用者のみなさんが快適に作業できる
よう、クラブからエアコンプレッサー
を持参し、清掃しています。

　今年で１２回目となるＥＭ液を小・
中学校７校のプールへ１，０００リッ
トル投入しました。
　本年は、小学校の統合建設、プール
の修理等で、7校となりました。
　「生徒の激減でプール清掃が大変です
が　おかげでプール清掃がとても楽で
す　今後も続けてほしい」と各学校か
らの要望があり、7ＥＭ効果を再確認し
ています。

　米来幼稚園にて「お餅つき大会」が
あり、会員３名がお手伝いに行きまし
た。この日はもち米２５kgが用意され
ており園児１５名と一緒に蒸し上がっ
たもち米を臼と杵を使ってつきあげま
した。子供たちからは「よいしょ！よ

　３６年前に植樹をした桜の木の下草
刈りを落合花火大会前に毎年実施して
います。
　梅雨の晴れ間の蒸し暑い中、朝６時
より桜の木の下草刈り作業を実施、傾
斜地のため大変ですが、気持ちの良い
汗を流しました。

　環境にもやさしいと言われています
ので、今後もこの事業は続けて行きた
いと思います。
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稚園の園児１４名や小学１．２年生２
９名と芋ほりを通して楽しい交流がで
きました。今夏は天候が悪く生育はど
うかと心配していましたが、例年程度
の良い出来栄えで子供たちは大きない
もを掘り当てると「みてみて～。大き
いのがほれた。」「僕のも大きいよ！」
とうれしそうに見せてくれて、次はも
っと大きな芋を・・・と夢中で掘って
いました。

稼働時間　１時間
 ×出席会員３名＝３時間

献血事業に協力
●７月１４日・８月１７日・２２日・２４日
●北房振興局・落合ショッピングセンター
・美咲町旭保健センター・河本医院・金田病院
・向陽台病院・落合病院

　今年も、毎年恒例となっている蒜山
地域内の合同清掃活動を行いました。
　毎回各団体と合同で、観光シーズン
を迎える、「GW前、夏休み前、紅葉時
期前」の年３回行っています。
　毎回、たくさんの方に参加していた
だきゴミも年々減少していますが、今
後も継続していきたい事業の一つです。

3R
第 2 回２Ｚ合同親睦会
●１１月４日（土）
●落合リバーサイドホテル

　昨年から始めた２Ｚ合同懇親会を好
評に付き今年も開催しました。
　席割りも１テーブルに５クラブを振
り分け、普段交流の無い皆さんとも打
ち解け、とても楽しいひと時を過ごし
ました。
　三味線、カラオケ、利き酒会など各
クラブの芸達者ぶり、お見事！

　血液不足の暑いこの時季に、買い物
客、事業所、病院の職員に呼びかけ４
日間　７会場で献血事業に協力、受付
者に粗品を贈呈しました。
受付者２１１名
採血者１７６名（400ml）　

3R2Z
蒜山ライオンズクラブ

合同清掃活動（夏・秋）
●７月２１日（金）１０月１１日（水）
●蒜山地域内

3R2Z
合同 ACT

第１１回「乗馬教室 in 蒜山」（２Ｚ合同ＡＣＴ）
●１１月４日（土）
●蒜山ホースパーク

　第１１回「乗馬教室 in 蒜山」が蒜山
ホースパークにて、３Ｒ－２Ｚ　５ク
ラブの合同事業として、４歳から小学
６年生まで４３名の参加により今年も
盛会に開催できました。リオオリンピ
ック出場や国体には幾度も出られてい
る「原田喜市選手」の馬場馬術演技、
人と馬が一体となって規則正しく行動
する様を間近で見たり、馬についての
お話を聞き、動物や自然様々な事に関
心を持ち乗馬体験をすることで、馬と
の触れ合いを楽しみ充実した１日を提
供することができたと思います。
　参加幼児児童４３名＋保護者２７名
＋２Ｚライオンズ関係１７名＝８７名
　経費２７，２００円　
稼働時間５時間×出席会員５名
　＝２５時間て

　米来小学校にて、芋ほりを行ないま
した。これは今年６月に芋苗３５０本
を寄贈し子供たちと一緒に植付けたも
ので、この日収穫の時期となり米来幼

　世界ライオンズ奉仕デーの一環とし
て道路清掃を行ないました。この日は
会員８名が出席して２班に分かれて国
道１８１・３１３号線沿いの空き缶や
ペットボトル、たばこの吸い殻などを
拾い、２時間ほどで１５袋のごみを拾
い、道路の環境美化に努めました。

稼働時間２時間×出席会員８名
　＝１６時間

国際平和ポスター展
●１０月１３日（金）～２０日（金 )
●フリースペース「風ようび」

　１０/１３～２０に亘り、今年度の
国際平和ポスターの応募作品１２点を
「フリースペース風ようび」さんに於
いて展示会を行ないました。期間中は
多くの方が見に来てくれたので、子供
たちにも励みになったと思います。ま
た作品応募者には記念品を寄贈しまし
た。

経費６，０００円　
稼働時間１時間
　×出席会員５名＝５時間

環境保全事業　「ＥＭ液を７校のプールへ投入」
●１０月２７日（金）
●真庭市落合、北房　久米郡美咲町の
　小学校・中学校　７校

米来小学校にて芋ほり
●１０月２７日（金）
●米来小学校

盲導犬募金活動
●１１月１９日（日）
●久世エスパス土広場

　久世ぼっこう祭にて｢盲導犬募金活
動」を実施しました。多くの出店があ
る中、我々も綿菓子店を出して来場者
に盲導犬募金を呼び掛けました。ザラ
メ５ｋｇを用意し会員が《わたがし》
を作って来場者にプレゼントしたが、
なかなか忙しく作る手を休める間もな
く大いに繁盛し、多くの方の善意を頂
くことができました。集まった浄財５
４，６６０円はすべて中部盲導犬協会
へ送金しました。

募金額５４，６６０円
（累計金額１，４６３，６２９円）
経費１０，６７３円　
稼働時間８時間×出席会員１０名
　＝８０時間

第１１回　落合ライオンズクラブ杯
サッカー大会開催
●１１月２３日（木）
●白梅総合グラウンドサッカー場

3R2Z
落合ライオンズクラブ

汗を流すＡＣＴ「桜の木の下草刈り」
●７月９日（日）
●落合向津矢堤防

　本大会は、青少年健全育成の一環と
して「少年少女がサッカーを通し、交
流を深め技術の向上と仲間意識と連携
を高め、地域の活性化を図る」ことを
目的に毎年開催しており、本年で１１
回目となりました。
　当日は、サッカー日和の中、７小学
校１６チームが参加、保護者の熱い声
援を受け、白熱した試合が展開されま
した。クラブより、栄誉を称えトロフ
ィー、メダルを贈りました。
　子供達の夢が大きく育つそんな大会
を目指しています。

米来幼稚園にてお餅つき大会
●１１月３０日（木）
●米来幼稚園

いしょ！！」と掛け声がかかり、嬉し
く微笑ましく思いました。そしてつき
たてのお餅はお母さん方の手によって
きな粉餅や海苔餅などでおいしく頂き、
楽しい触れ合いができました。

経費５，０００円
稼働時間　３時間×出席会員３名
　＝９時間

3R2Z
湯原ライオンズクラブ

旭川荘エアコンフィルター清掃奉仕
●１１月１１日（土）
●社会福祉法人　旭川荘真庭地域センター

　地元湯原温泉の旭川荘への地域奉仕
として、エアコンフィルター清掃を協
力しています。
　施設では在宅障がい者の日中活動と
して様々な事業に取り組んで居られ、
その一つに地域資源を活かした木工活
動を行って居られ、特に木工室では木
工屑が蓄積するなど、フィルター清掃
が欠かせません。廊下・食堂・のほか、
利用者のみなさんが快適に作業できる
よう、クラブからエアコンプレッサー
を持参し、清掃しています。

　今年で１２回目となるＥＭ液を小・
中学校７校のプールへ１，０００リッ
トル投入しました。
　本年は、小学校の統合建設、プール
の修理等で、7校となりました。
　「生徒の激減でプール清掃が大変です
が　おかげでプール清掃がとても楽で
す　今後も続けてほしい」と各学校か
らの要望があり、7ＥＭ効果を再確認し
ています。

　米来幼稚園にて「お餅つき大会」が
あり、会員３名がお手伝いに行きまし
た。この日はもち米２５kgが用意され
ており園児１５名と一緒に蒸し上がっ
たもち米を臼と杵を使ってつきあげま
した。子供たちからは「よいしょ！よ

　３６年前に植樹をした桜の木の下草
刈りを落合花火大会前に毎年実施して
います。
　梅雨の晴れ間の蒸し暑い中、朝６時
より桜の木の下草刈り作業を実施、傾
斜地のため大変ですが、気持ちの良い
汗を流しました。

　環境にもやさしいと言われています
ので、今後もこの事業は続けて行きた
いと思います。
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　若い奉仕世代との交流や合同事業を
通じて若い世代の考え方を今後の事業
の参考にしたり、ライオンズクラブの
奉仕の心を次の世代につなげていく事
を目的とする事業です。
　県立玉島高校の生徒が科学に少しで
も興味を持ってもらおうと地元の小学
生を対象にいろいろ工夫を凝らし各ブ
ースで実験や観察を体験してもらいま
した。
　実験内容は、カリウムの線香花火・
カメレオンの溶液・赤外線で隠れた文
字を読む等、みんな科学を楽しみまし
た。
　そして、当クラブ担当の「お菓子作
り教室」ではメンバーが先生となり、
大中小の餡を使って和菓子を真剣に親
子で作りました。出来たお菓子は、茶
道部の生徒が点てた抹茶と一緒に頂き
ました。
　また、小さな幼児にも楽しんで帰っ
てもらおうと当クラブで「ふわふわド
ーム」の運営もしました。

当日は来店者にティッシュを配って協
力を呼び掛け、受付に案内したり、献
血車輌への誘導を行うといった活動に
なります。夏の献血は協力者が少ない
と聞いてましたが、当クラブの支部会
員や、当クラブが行っている剣道大会
の関係者によるボランティアスタッフ
の協力を得て呼び掛けた結果、当日の
受付者は 185 名となりました。実際、
献血できなかった方が 37 名で、採血
できた方は 148 名でしたが、多くの皆
様の愛を感じるアクティビティとなり
ました。今後も、継続事業として取り
組んでいきたいと思っています。

4R1Z
児島ライオンズクラブ
せんい児島瀬戸大橋まつりチャリティ
ーバザーと盲導犬募金
●１０月２１日（土）
●児島競艇場

　台風が近づくなか、クラブ員から商
品の提供を受けチャリティーバザーを
行いました。
　すぐ隣の場所で同時に盲導犬募金を
盲導犬協会のスタッフの応援を受け同
時に開催しました。当日は朝からの雨
にかかわらず、多数のクラブ員が参加
し、大きな声をはりあげがんばり、例
年に比べ来場者が大幅に減少し苦戦の
なか、目標の８割程度達成することが
できました。盲導犬も雨に濡れながら
じっと来場者を迎え、多くの募金を獲
得しました。
　クラブ員の協力と盲導犬の頑張りに
感謝

大会・三井造船進水式少年野球・プロ
野球観戦　など多くの貴重な経験をし
てもらう事が出来ました。
皆様のご理解・ご協力に感謝致します。

4R1Z
倉敷ローズライオンズクラブ
エコキャップの回収
●７月１日（土）～１１月２１日（火）
●倉敷ローズ LC事務局

　私たち、倉敷ローズ LCは、全会員
が女性のクラブで女性のみでも可能な
アクティビティを行いたいという思い
があり　「地球に愛を　子どもに愛を」
をテーマにペットボトルのキャップを
集めて換金し、ワクチンを受けられな
い貧困の国の子供たちにワクチンを届
けたい、そしてゴミとして焼却される
とCO2 が発生することを防ぐ、環境
の浄化のためと、一挙両得の事業を考
えました。
　スーパーマーケットや親戚、知人に
頼んで会員がこつこつこまめに集め、
溜めましたところ、キャップがかなり
の数量に達しましたので東快産業㈱様
に委託しました。このキャップが病気
の子供たちを少しでも救うことが出来
たら幸いです。これからも微力ながら
世界の子供たちのためになるアクティ
ビティを行って参りたいと考えており
ます。

4R2Z
玉島ライオンズクラブ
チューリップ植付け事業
●１０月２０日（金）
●円通寺公園

4R2Z
倉敷西ライオンズクラブ

2017 年度　夏期ＹＣＥ派遣事業
国際協調教育指導委員長　赤野　勝俊
●８月３日（木）～８月１７日（水）
●派遣先　マレーシア（ＭＤ308）

　平成 29 年 8 月 3 日（木）～平成 29
年 8 月 17 日（木）の期間、夏期ＹＣ
Ｅ派遣事業を行い、マレーシアに派遣
しました。この事業も恒例となってお
り、通年は 1名を派遣しておりました
が、今期は希望者が多数となったため、
審査を行い 2名の派遣をいたしました。
当クラブでは、委員会を開催し、予算
等捻出から始まり、壮行会、見送り、
帰国報告会といったことが主な活動の
流れで、他にもキャビネットが行うオ
リエンテーションや、グローバルセミ
ナーへの引率、地元ケーブルテレビで
の募集広報から、帰国報告など盛りだ
くさんの活動です。派遣生の出発前と
帰国後の言葉を目の当たりにするわけ
ですが、ほんと彼らの成長ぶりいには
驚かされます。優秀なリーダーと成り
得る彼らを育てられるこのアクティビ
ティは今後も推進していきたいと思っ
ています。

　円通寺公園にて 37 年前より脈々と
引き継がれている「チューリップ植付
け」が、今回は八幡保育園の園児さん
が参加して下さり、例年よりも賑やか
に行われました。クラブのメンバーも
汗を流しながらの活動でした。
　来春には、冬の寒さを耐えた美しい
チューリップの花々が公園を訪れる人
々の目を楽しませてくれる事でしょう。
今後も玉島の景観がよくなる活動を継
続していくことが大切だと感じました。

第３６回玉島地区小・中学校なかよし運動会
●１０月２７日（金）
●玉島の森　体育館

　倉敷市玉島地区特別支援教育を支え
る会と共同で毎年開催している運動会
で毎年参加人数が増え今年は１８１名
の児童・生徒が参加されました。演技
は「まわそう地球（親子）」、「上手に
運べるかな」、「つな引き」、「玉入れ」、
「なかよしリレー」をしました。当ク
ラブのメンバーもつな引きと玉入れに
参加しました。閉会式後当クラブのメ
ンバーで作ったカレーとみかん（みか
んは当クラブ会員Ｌ畑本修司氏が６０
０個を用意）を参加した児童・生徒に
配りました。朝７時に集合しカレー作
りをした甲斐があり児童・生徒のみん
なは大変喜んでいました。

4R1Z
玉野ライオンズクラブ
YCE生夏期受入れ
●６月３０日（金）～８月２日（水）
●玉野市用吉

　6/30 ～ 7/31　マサチューセッツ州
１７歳男性
　7/14 ～ 8/2　スロバキア１８歳女性
　２名の受け入れを実施しました。
初めは言葉・文化・食習慣の違いに戸
惑いを感じましたが、毎日を共に生活
していくうちに徐々に克服する事が出
来ました。ホスト家庭だけではなく、
クラブ全体で協力しあい　京都旅行・
瀬戸内海での船釣り・なし狩り・花火

第 37 回玉島の森スポーツフェスティバル
第 36 回玉島・船穂地区中学校ソフトテニス大会
●１１月１８日（土）
●玉島の森　テニスコート

　今年で３６回を数える本大会は朝か
ら雨が降っていて開催が危ぶまれまし
たが、何とか開催ができました。今回
は男女合わせて５４ペアの参加があり
白熱した試合が繰り広げられました。
　閉会式では１位に賞状・トロフィー、
２位・３位に賞状・メダル、５位にメ
ダルが会長より授与されました。諸先
輩方から永年引き継いできた事業であ
り毎年参加を楽しみにしている生徒や
先生がいらっしゃるのでこれからも青
少年の夢のために継続していきたいア
クティビティのひとつです。

第 37 回玉島の森スポーツフェスティバル
第 18 回玉浅良寛杯中学校野球大会
●１１月１８日（土）１９日（日）
●玉島の森　野球場　中国電力グランド

　平成 29 年 11 月 18 日（土）、19 日
（日）の両日に、玉島の森野球場・中
国電力グランドに於いて金光ライオン
ズクラブ、玉島ロータリークラブとの
３団体合同アクトとして、第 18 回玉
浅良寛杯中学校野球大会が開催されま
した。あいにく 18 日（土）は雨の為
開会式は出来ませんでしたが、試合の
方は時間通りに行うことが出来ました。
熱戦のすえ、金光学園中学校、金光中
学校、玉島西中学校、里庄中学校の４
校が 19 日（日）の準決勝戦にすすみ
ました。両日の試合とも白熱した見所
満点の試合になり結果、決勝戦は金光
学園と玉島西中学校の両校で行われ金
光学園が優勝しました。２大会連続で
開会式が出来なかったのは残念でした
が、球児の元気な勇姿に力をもらった
大会でした。

若い奉仕世代との交流事業
「玉島サイエンスフェア 
with 玉島ライオンズクラブ」
●１１月２５日（土）
●岡山県立玉島高等学校

愛の献血推進キャンペーン
保健福祉環境委員長　出口　祥三
●７月１６日（日）
●スーパーセンタートライアル倉敷店

　平成 29 年 7 月 16 日（日）　9：30 ～
16：00、スーパートライアル倉敷店に
おいて『愛の献血推進キャンペーン』
を行いました。このアクティビティは、
当クラブでは恒例となっており、夏と
冬の 2回行っておりますうちの 1回目
になります。1週間前の会場清掃から
始まり、前日夜の献血車輌駐車場確保、

4R1Z
児島ライオンズクラブ

大会・三井造船進水式少年野球・プ
野球観戦 など多くの貴重な経験を
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　笑顔あふれる、また地域の人々のふれ
あいの場になればと思います。

ﾒﾝﾊﾞ-15 名総勢 390 名の参加にて開催
しました。倉敷中央 LC 田中会長挨拶
の後、ご来賓の倉敷市教育委員会生涯
学習部 石井参事様からご挨拶と伊東香
織倉敷市長様からのご祝辞の披露を頂
き、天気にも恵まれ、実に 4年ぶりの
開催となりました。全員でラジオ体操
をし可愛い学童選手が一生懸命打つた
びに、元気に走塁するたびに、楽しい
歓声や応援がおくられ、大いに盛り上
がり、子どもたちも大喜び、大変意義
のあるティーボール大会となりました。
お昼の休憩時間に倉敷ピーチジャック
スの選手の皆さんやボランティア参加
の玉野光南野球部員さんの模範演技指
導があり、その素晴らしい打撃やピッ
チャーの剛速球に見守る可愛い学童選
手たちも目を丸くして驚き、大きな歓
声があがりました。4コート 16 試合の
熱戦がくりひろげられ参加者全員けが
もなく元気な声に包まれ楽しいティー
ボール大会を無事　成功裏に終了する
事が出来ました。

用しては絶対駄目だということを呼び
掛けるアクティビティとなりました。
支部の協力も得て、薬物乱用防止のチ
ラシやティッシュ配り、バルーンの配
布も行ったので、多くの子供たちに集
まってもらい、見てもらうことができ
たと思います。ひとりでも多くの方が
危険ドラッグの知識を深め使用しない
ように推進できる活動となるよう今後
もがんばっていきます。

4R2Z
水島中央ライオンズクラブ

「模型船・ドローン」運転見学会
●８月２７日（日）
●倉敷市立連島東小学校

　倉敷市立連島東小学校のプールにお
いて小学生とその保護者を対象に、メ
ンバーが作成した模型船の進水式とそ
の模型船を上空から撮影するドローン
の見学会を行いました。当日は、連島
東小学校より児童、保護者合わせて約
５０名、近隣他校の小学生約２０名が
見学に訪れました。メンバーが手作り
した戦艦大和の模型船は、1/100 のサ
イズで、３メートル近くあります。
無事に進水式を終えた模型船と同型
の模型船を来年の３月末まで貸し出
し、同小学校に展示しています。

5R1Z
倉敷真備ライオンズクラブ

献血推進運動
●８月３日（木）
●真備保健福祉会館

　今年で１8回目となります。今回は
血液が不足しがちな夏場に実施しまし
た。環境保全委員会が中心となり、地
域住民、企業、公共施設に献血のチラ
シの配布、声掛けなど、周知活動を強
化しました。その結果、平日にもかか
わらず、大勢の方に献血に協力してい
ただくことが出来ました。献血に来て
いただいた方、全員に卵やごみ袋、牛
乳などの記念品を贈りました。

用しては絶対駄目だということを呼
掛けるアクティビティとなりました

　また、献血 20 年の功績に対して岡
山県知事感謝状をいただきました。
＜実施内容＞
　　　受付数　48 名　　
献血者数　40 名
献血量　400ｍｌ×40＝16000ｍｌ

井原線橋脚に絵を描こう　完成式
●８月２４日（木）
●井原線橋脚下

　田園の中を東西に走る井原線が町の
１つのシンボルとしてあります。その
橋脚に井原鉄道の協力のもと、
　中学校の美術部員に絵を描く場所と
材料の提供を行いました。この事業も
今年で 11 年目となり、橋脚を彩る絵
は 15 枚になりました。今年は「井原
鉄道で旅する真備の四季」をテーマ
に生徒たちが自ら図案を考え、約 1か
月、ひたむきに絵の制作に取り組みま
した。メンバーの飲み物の差し入れや
地域の方の応援のもと「完成式」で絵
がお披露目されました。事業は青少年
健全育成であるとともに子どもたち自
らの地域への貢献となっていると感じ
ます。

が投入前に説明することによって子ど
もたちは川や海を守ることを意識する
ことができたと思います。EM活性液
により、ヘドロの発生が抑制され、プ
ール清掃が年々、楽になったとの学校
からの声。EM事業は水の浄化ととも
に子どもたちの環境保全への意識づけ
に大きく役立つことができたと思いま
す。

5R2Z
倉敷中央ライオンズクラブ

第 5回バトン演技披露及び講習会
●８月２７日（日）
●水島体育館

「第五回バトン演技披露及講習会」

８月２７日（日）　8：45 ～ 16：00
水島体育館にて　
　講師は大上和博先生　野田先生、生
徒さん、父兄、倉敷中央 LCメンバー
１０名を含む　総勢１７２名の参加に
よりバトン演技披露及び講習会が実施
されました。バトン演技はとても素晴
らしく、講習は暑い中長時間ではあり
ましたが実技指導はていねいに行われ
、生徒さんも大変熱心に取り組んでい
ました。けが、事故もなく無事終了す
ることができ大変貴重なバトン講習会
を体験できたと感謝の言葉を頂きまし
た。生徒さんの礼儀正しい姿にメンバ
－も清々しい気持ちになりました。

第 39 回溜川清掃大作戦
保険福祉環境委員長　出口　祥三
●１１月５日（日）
●溜川周辺

　平成 29 年 11 月 5 日（日）8：00 ～
9：30　玉島商工会議所の呼びかけに
より行っている『第 39 回溜川清掃大
作戦』に参加協力しました。これは、
玉島地区の中心にある溜川の水質を再
生し、自然環境を整え、隣接している
溜川公園を市民の憩いの場となるよう
諸団体が一体となって清掃に取り組み、
併せてバクテリアの放流や、菜の花の
苗の植栽など行っています。当クラブ
も一丸となって、参加協力しているア
クティビティの一つで、準備の打合せ
から参加しています。こうした、市民
住民を巻き込み、自分たちが住んでい
る環境問題を共に考え、共に整備して
いいくアクティビティは重要なので今
後も盛り上げていきたいと考えてます。

「玉島マルシェ」協賛チャリティー事業
薬物乱用防止キャンペーン　　　
保険福祉環境委員長　出口　祥三
●１１月１２日（日）
●玉島市民交流センター

　平成 29 年 11 月 12 日（日）7：45 ～
15：00　玉島市民交流センターにて開
催された「玉島マルシェ」にて、当ク
ラブでは、チャリティー募金事業と薬
物乱用防止キャンペーンを行いました。
このアクティビティは「玉島マルシェ」
来場者にアイバンク・臓器バンクへの
キャンペーン募金を呼び掛けると共に、
薬物乱用防止のためのパネル展示物や、
危険ドラッグの展示物を岡山県より借
受け、主に子供たちに見てもらい、使

EM事業
●９月１３日（水）
●真備町内　支援学校 1校
・小学校 5校・中学校 2校

　今年で 9回目となる継続事業です。
真備町内の小・中学校、支援学校、合
わせて 8校へ EM活性液の運搬し、子
どもたちと一緒に投入しました。環境
教育としてEMの働きなどをメンバー

認証 40 周年記念事業　贈呈式
●９月２２日（金）
●岡山県立倉敷まきび支援学校
　倉敷市立真備陵南高等学校
　倉敷市真備健康福祉館　まびいきいきプラザ

　9月 22 日に認証 40 周年記念事業を
行った 3つの施設で贈呈式を行いまし
た。
　記念事業として
・岡山県立倉敷まきび支援学校へ校名碑
・倉敷市立真備陵南高等学校へ電子看板
・倉敷市真備健康福祉館　まびいきいき
プラザへ竹製机、椅子一式を贈呈しまし
た。
・LCIF1,000 ドル献金を行いました。
　倉敷まきび支援学校では学校関係者、
生徒とともに校名碑の除幕式を行い、
また、ほかの 2つに施設では目録贈呈
などを行いました。この事業を通し、

第 10 回　倉敷学童ティ - ボ - ル大会
●１１月２６日（日）
●水島中央公園軟式野球場

　2017.11.26( 日 )9:00 ～ 15:00
水島中央公園野球場にて倉敷市内学童
15ﾁ-ﾑ225 名、学童ご父兄の皆さん他
120 名、岡山県Tﾎﾞ-ﾙ連盟豊田専務理事
様、玉野光南高校野球部 15 名倉敷地区
学童軟式野球連盟松岡理事長他 3名、
倉敷ﾋﾟ-ﾁｼﾞｬｯｸｽ選手 10 名、倉敷中央 LC

5R2Z
倉敷阿知ライオンズクラブ

倉敷天領夏祭り出店
●７月２２日（土）
●アルクレイン　駐車場

　今年も　恒例の「第 47 回倉敷天領
夏祭り」に、メンバーＬ. 大野の会社
駐車場にて屋台の出店をしました。
　今年で 9年目を向かえた出店には、
手慣れた手つきで準備をチャターメン
バーから 1年目の若いメンバーが参加
し、午後 1時より取り掛かりました。
焼きそば、フランクフルト、生ビール、
かき氷を手早く準備し、次々を行きか
うお客様も元へ売れていき、途中、雨
が降り出し客足が途切れましたが、無
事、焼きそば、フランクフルトは完売
することができました。新年度を迎え、
メンバーの家族も遊びに来てくださり、
メンバー同士の絆にも役に立ち、活気
がある倉敷阿知ライオンズクラブのス
タートがきれました。
　収益金は、今年度のアクティビティ
に役立てていきます。
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用しては絶対駄目だということを呼び
　倉敷市主管の「第 31 回児島湖流域
清掃奉仕」に、早朝 8時 30 分より倉
敷市役所駐車場にて出発式を行い約
3,000 人参加中、当クラブより、交流
のある「倉敷地区学童軟式野球連盟」
にお声掛けをし、所属の 34 チーム約
700 名の学童、保護者、コーチ、監督、
クラブメンバーが参加しました。
　倉敷美観地区より倉敷川沿いを約 1
時間ゴミ袋を片手に、歩道そして川の
中、缶、たばこの吸い殻、ビニール袋、
落ち葉を回収しました。

5R2Z
倉敷天領ライオンズクラブ

ＥＭ活性液贈呈
●９月２５日（月）２７日（水）
●倉敷市内　小学校 4校
　・中学校 3校　合計 7校のプール

　今期で 9回目となる継続アクトです。
25 日・27 日と二日間で倉敷市内小・
中学校 7校へＥＭ活性液の運搬と投入
をしました。倉敷市立西小学校では、
例年通り 5年生の環境の勉強の一環と
して、担当委員長からＥＭ活性液につ
いて説明し、一緒に投入しました。
また、他の学校でも先生方や生徒に協
力していただきスムーズに投入できま
した。
　各学校からは感謝の言葉をいただき、
今後も引き続き継続していきたいと思
います。

5R2Z
倉敷平成ライオンズクラブ

NPO法人ハート・オブ
・ゴールド活動報告会
●１１月１４日（火）
●倉敷ロイヤルアートホテル
　地下会議室

5R2Z
倉敷ほほえみライオンズクラブ

ＥＭ菌の贈呈
●１０月６日（金）
●倉敷市立多津美中学校
　倉敷市立天城小学校

　当日は悪天候の中、倉敷平成ライオ
ンズクラブの皆さんにお手伝いいただ
き、今年もＥＭ菌の贈呈を行うことが

　市内の 5中学校吹奏楽部の合同演奏
会。今回 51 回目を数えますが、当ク
ラブは発足以来主催となり継続してい
ます。
　顧問の先生方による実行委員会によ
り運営され、各校の生徒さんによる楽
しいステージで盛り上がりました。
　プログラム最後には出演生徒全員に
よる吹奏楽伴奏での合唱もあり、客席
のお客さんを取り　囲んで演奏され、
感動的でした。

用しては絶対駄目だということを呼
倉敷市主管の「第 31 回児島湖流

　倉敷平成 LCの 2005 年から継続アク
ティビティであるNPO法人ハート・
オブ・ゴールドへの寄付にともなう報
告会を倉敷ほほえみ LCと合同例会と
して行いました。NPO法人ハート・
オブ・ゴールドより有森事務局長（有
森裕子氏のおじ）、広報部山本氏、東
南アジア事務所プロジェクトリーダー
のケオ・ソチェトラ氏に参加いただき
ました。
　活動報告の一環としてゲストスピー
チ「私のライフワーク」は、彼自身、
目的を見つけて取り組んだ日本語の勉
強をもとにカンボジアでは体育科教育
は未整備な中、通訳兼実務者として先
ずは小学校体育科「指導要領・指導書」
を作成し、カンボジア王国認定を受け
順次、中学校、指導者用の作成支援事
業を実施されている苦労話を伺い、ハ
ート・オブ・ゴールドの活動が国政の
中心近くまで及んでいることを知りま
した。生い立ちやパラリンピック参加
への思いを時に笑いを誘い、時にはた
どたどしい日本語になりながらも十分
気持ちは通じ、今後もカンボジアの発
展に尽力していただきたいと思いまし
た。

できました。倉敷平成ライオンズクラ
ブの皆様ありがとうございました。
　多津美中学校に１０缶、天城小学校
に２０缶無事届けることができました。
贈呈時には少し雨足も治まりずぶ濡れ
にならずにすみました。
　後日、多津美中学校の小野教頭先生
よりお礼と感謝のメールと生徒さんが
プールにＥＭ菌を入れている写真をい
ただきました。
　ご協力いただいた皆様に心より感謝
申し上げます。

ガバナー公式訪問
6R2Z4 クラブ合同例会

第 40 回倉敷阿知ライオンズクラブ杯
倉敷地区学童軟式野球秋季大会
●１０月９日（祝）・１４日（土）
　・２１日（土）・１１月５日（日）
●倉敷運動公園野球場
　・酒津公園軟式野球場　他

　結成以来の「倉敷阿知ライオンズク
ラブ杯開会式」が秋晴れの中　10 月
9 日（祝）に開催されました。
　倉敷地区学童軟式野球連盟所属の
34 チーム約 700 名の学童がチームご
とに倉敷運動公園軟式野球場にて入場
行進を行い、各チームのキャプテンが
各チーム旗を持ち合い円形になっての
代表者の選手宣誓は、小学生とは思え
ない立派なものでした。
　開会式後は、5か所の会場に分かれ、
16 試合が行われました。
　また 10 月 14 日 ( 土 ) には、雨の中
12 試合が行われました。
　10 月 21 日 ( 土 ) に予定させていた、
準決勝・決勝が雨の為、準決勝 1試の
み行われ、11 月 5 日（日）に他の大会
試合後 15 時より残りの準決勝戦、
17 時 30 分よりナイターで決勝戦が開
催されました。
閉会式には、勝ち上がった優勝チーム
「児島ヤングウェーブ」に優勝旗、準
優勝チーム『二万野球スポーツ少年団』
に準優勝トロフィーがメンバーより手
渡されました。
　また、小学 6年生最後の大会なので、
各チーム 6年生全員にメダルが授与さ
れました。　　　　　

第 31 回児島湖流域清掃大作戦
●１１月５日（日）
●倉敷市役所・倉敷美観地区付近の川沿い

7R1Z
鳥取ライオンズクラブ

　若草学園の園児たちと芋ほりを楽し
む一日となりました。恒例の行事で、
私も１０年くらい参加していると思い
ます。ライオンズクラブのメンバーが
６月に苗を植え、真夏に汗だくで除草
し、秋に収穫します。収穫する時は、
子供たちに引き抜きやすいように芋を
掘り起こしておきます。掘り起こしす
ぎると芋ほりの大宜味がなくなり、掘
り起こしが足りないとツルが途中で切
れて芋の顔が見えません。台風一過の
すがすがしい天気の中で行なわれまし
た。

鳥取市立若草学園児との芋ほり大会
●１０月２４日（火）
●鳥取市伏野　矢澤農園

5R2Z
新倉敷ライオンズクラブ

認証５周年記念チャリティーゴルフ大会
●１１月７日（火）
●ＪＦＥ瀬戸内海ゴルフ倶楽部

　新倉敷ライオンズクラブ認証 5周年
記念チャリティーゴルフ大会を平成
29 年 11 月 7 日（火）にＪＦＥ瀬戸内
海ゴルフ倶楽部で開催いたしました。
当日は 50 組コース貸し切で 5R、4R
を中心とした各クラブメンバーの方、
メンバーの友人、知人等 199 名の方の
ご参加を頂きました。ミズノオープン
開催コースということもあり大勢の応
募があり一部の方にはお断りするとい
う盛況ぶりでした。
　大会の中でホールインワンが出たり、
日没でパットにおいてワングリップ
OKというという珍事が発生しました
が楽しいゴルフ大会となりました。チ
ャリティーBOXを作り多くの参加者
の方からドネーションを頂きました。
ドネーションは『児童養護施設玉島学
園』に寄付させて頂きます。
　ご参加された各クラブメンバーの皆
様には厚く御礼申し上げます。併せて
準備をしてきた当クラブメンバーには
お疲れ様でした。

6R1Z
井原さくらライオンズクラブ

井原市中学校音楽会
●１０月８日（日）
●井原市芳井生涯学習センター

6R1Z
笠岡東ライオンズクラブ

第２回おかやまアダプト推進
事業　海岸クリーン作戦
●１１月２６日（日）
●カブトガニ繁殖指定地内海岸
　「夏目・鳥ノ江」海岸

　おかやまアダプト推進事業海岸クリ
ーン作戦として年３回以上のアクティ
ビティを目指し、本年２回目の清掃を
実施致しました。年々不法投棄のゴミ
は減ってきていますが、できるだけ綺
麗な海岸を後世に残していきたいです。

花（葉牡丹）の植替と花壇の土作り
●１１月１９日（日）２６日（日）
●国道２号線から四番町交差点を南へ～
主要地元道倉敷・笠岡へ至る延長５００Ｍ
（グランドホテル・笠岡郵便局・警察署
・県振興局前）

　１９８５年から市に占用許可を申請
し、花壇を４４基設置して３２年継続
して花の植替を年間２回してまいりま
した。
　本年より年３回とし、今回葉牡丹を
植えました。
　毎回土作り（肥料・草取り・中和剤）
１週間の後、花植えを実施します。
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「鳥取いなばライオンズクラブ
結成 50 周年記念大会」
少年相撲城北大会共催
●１０月２８日（土）
●鳥取市富桑地区体育館

認証 60 周年記念植樹
●１１月２８日（火）
●とっとり出合いの森公園（香りの広場）

　11 月 28 日（火）晴天に恵まれ造園
業の方に植樹をお願いし、最後の土を
かぶせ無事終わりました。　60 周年記
念として、シモクレン　2本　ジンチ
ョウゲ　20 本　の植樹です。
　40 周年記念にとっとり出合いの森の
一角に鳥取ライオンズクラブ（香りの
広場）の植樹をしました。また 55 周
年にも植樹をしております。

7R1Z
鳥取いなばライオンズクラブ

朝の清掃奉仕と建設大臣表彰
記念植樹の標柱建て直し
●９月２４日（日）
●鳥取市　樗谿公園

　今年も最初のアクティビティは、樗
谿公園の朝の清掃奉仕から始まりです。
少し色づき始めた木々の中で、ほうき
をもって楽しく語らいながらの清掃。
落ち葉はまだ、少ないのですが、それ
でも、５袋程度は、ゴミを収集致しま
した。昭和６３年樗谿公園の清掃奉仕
で、建設大臣表彰を受賞し、その記念
に平成元年３月、５本の梅を植樹した
際、建てた標柱が色あせてしまったた
め、新しく建て直すことになり、清掃
当日に合わせて完成することができま
した。新しい標柱の前で記念写真を撮
りながら、大きく成長した梅の木を眺
め、クラブの歴史を感じるひと時でし
た。

認証 60 周年記念植樹
● 月 （火）

　今年度、結成５０周年記念事業の一
つとして、鳥取城北高校相撲部ＯＢが
中心となって、相撲の普及発展のため
毎年開催されている少年相撲城北大会
を共催させていただくことになりまし
た。参加者は鳥取県東部の小学生から
幼児を中心に、昨年被災された県中部
からも参加があり、個人５０名、団体
４チームとなりました。大会は下田当
クラブ会長の挨拶に始まり、準備体操
には城北高校相撲部のお手本で、四股
（しこ）やすり足があり、当クラブ会
員も挑戦していましたが、なかなか難
しかったようです。競技が始まると会
場は熱気にあふれ、応援の声が飛びか
う中、白熱した取り組みが続きました。
女子部門での戦いもあり、非常に粘り
強く、最後まで食らいつく取り組みに
驚かされました。男子部門に当クラブ
会員のご子息が参加され、初めての経
験にもかかわらず、クラブ所属の相手
と水入りの大相撲となり、大盛り上が
りとなりました。団体戦は家族対抗で、
お父さんの腕相撲、お母さんの押し相
撲、幼稚園以下の子どもさんの組相撲
で勝敗が決まりました。優勝チームに
は、ライオンズ賞として当クラブ提供
の米３０キロが贈られ、大変喜んでい
ただけました。おしめの上からまわし
をして登場する幼児の可愛い姿もあり、
鳥取城北高校相撲部の現役、ＯＢの皆
様の相撲普及への情熱が浸透してきて
いることが感じられる大会でした。

　園長先生の「さあ掘りましょう！」
の一言で、畑に一目散の子供たち。
あちこちで歓声起こり、その楽しそう
な様子を見て、こちらまで笑顔になり
ます。メンバーの一人は、「このうれ
しそうな様子を見ると、心からやって
良かったと思う。」と感想を述べてい
ました。
　次はこの芋を焼き芋にするイベント
が待っています。約半年かけての行事
です。準備から数えると大変な労力で
すが、そのたびに子供たちの笑顔で疲
れが吹き飛びます。こどもの笑顔は、
それだけの力を持っています。

第１9回チャリティーバザー
●９月２３日（土）
●鳥取駅前風紋広場

　第１9回を迎えた恒例のチャリティ
ーバザーが晴天の中、鳥取駅前風紋広
場に於いて開催された。
　今回は、新しい取組で、重さ当ての
ゲームを取り入れた。又、鳥取市観光
コンベンション協会の協力を得て、
「鳥取３２万石大名行列」に奴踊りを
披露して頂いた。多くの方々の協力と
メンバーの手慣れた判断と行動によっ
てスムーズな運営がなされました。事
故もなく終了し後の反省慰労会も盛り
上がった様子、頂いた貴重な収益金の
有意義な活用と、次回の盛会を祈念し
つつ「ウィサーブ！」　　　　　　　　　　
皆様、本当にありがとうございました。

7R1Z
鳥取久松ライオンズクラブ

『第４５回鳥取市敬老ボウリング大会』主催
●９月１１日（月）
●鳥取スターボウル

　昭和４８年より毎年「敬老の日」を
前に、高齢者の健康づくりとふれあい
を深めて頂くという目的で開催してお
り、今年は記念すべき第４５回目の大
会となりました。
　鳥取市老人クラブ連合会より６０歳
代から８０歳代の高齢者１１１名を招
待し、ボウリングを通じて楽しいひと

7R1Z
鳥取砂丘ライオンズクラブ

秋の鳥取砂丘一斉清掃
●９月１０日（日）
●鳥取砂丘

　鳥取砂丘は鳥取県東部にとって年間
２００万人の観光客が訪れる観光の宝
です。
　これだけ訪れるお客様に美しい砂丘
を気持ちよく楽しんで頂こう・・とい
う主旨で鳥取市が主体となって春と秋、
年２回行われているのが「鳥取砂丘一
斉清掃」です。
　今回８９団体、４０００人余が参加
して午前９時３０分から１１時まで行
われました。
　私達、鳥取砂丘ライオンズクラブも
お揃いのブルゾンで８名参加、天気も
太陽が顔をのぞかせ、爽やかな汗を流
しました。

若草学園の焼イモ会に参加して
●１１月３日（金）
●鳥取市立若草学園

　若草学園とのさつまイモ交流は１３
年前にさかのぼる。さつまイモを植え
て収穫をし焼きイモ会を開催する行事
を続けている。
　今年も６月６日に苗を植えて、１０
月２２日、園児・保護者・園長先生外
職員の皆様と共にイモ掘りを実施する。
収穫は例年通りであった。収穫したイ
モを使用して１１月３日に学園の園庭
を利用して焼イモ会が開催されました。
天候に恵まれて、晴天の暖かい日和で
あった。
　参加者は園児・保護者・職員・来賓
・ＬＣの会員・青年会議所の会員・園
の旧職員等である。
　（焼イモが出来るまでの時間）
1．園児の歌と演技　2．園児と職員に
よる三匹の子ぶた　3．網とりゲーム
（園児と職員を２組に分けて）等で約
90 分程度楽しい時間が過された。やが
て青年会議所のメンバーによって焼イ
モが出来あがり、昼食会が開かれまし
た。（焼イモ・豚汁・おにぎり・果物
等）芝生の園庭に敷物を置いて園児と
保護者が楽しそうにして食事をしてお
られる光景を見ると、微笑ましく感じ
られました。
　参加される多くの方々から、「また
来年もお願いします」という声が聞
かれました。焼イモ会を心待ちして
おられる様子でありました。

公立鳥取環境大学環謝祭にて献血活動
●１０月２１日（土）
●公立鳥取環境大学 環謝祭（大学祭）

　１０月２１日（土）に公立鳥取環境
大学の第１７回環謝祭において、献血
活動を実施いたしました。苦労しなが
ら、献血車のところにたどり着き、下
田会長の挨拶後、会員はそれぞれ環謝
祭の行われている広場に散って献血の
呼びかけを開始。台風２１号の影響も
あり、天候を心配しましたが、短時間、
雨がぱらぱら降った程度でどうにか持
ちこたえました。（翌日の環謝祭は中
止になったそうです）大学祭というこ
ともあり、ステージのダンスなど若い
学生の熱気を感じるとともに、様々な
ところで笑い声が聞こえるなど賑やか
な中、下田会長以下、会場内を回りな
がら、中には学生が出店されている屋
台の食べ物を購入しながら、献血を呼
びかけ、多くの学生さんに献血にご協
力いただくことができました。血液セ
ンターの方のお話では、鳥取環境大学
にはよく来ているが、大学祭での献血
活動は初めての試みということで、大
学側からも賛同の声もあり、来年も実
施したいということでした。
　当日献血受付４６名　輸血できた方
　３８名（内当クラブ会員６名）
　１５，２００ＣＣ

ときを過ごして頂きました。
　ピンが倒れるたびに歓声や笑い声、
声援がこだまする大変な盛り上がりの
中で、怪我もなく無事に２ゲームを終
了しました。
　今回の参加者の中での最高齢の方は、
８９歳の女性でしたが、年齢を感じさ
せない堂々とした姿が印象的でした。

秋の街頭献血
●９月１０日（日）
●イオン鳥取北店

　我がクラブでは年２回、秋と春に献
血推進キャンペーンを行っています。

今回秋のキャンペーンを去る９月１０
日（日）イオンモール鳥取北で実施致
しました。当日は鳥取砂丘一斉清掃と
重なっていたこともあり午前中人出が
少なかったです。がしかし、当クラブ
のキャンペーンポップを手に呼びかけ
たところ、受付６１名・献血頂いた方
５１名と皆様にご理解いただきました。

7R2Z
倉吉ライオンズクラブ

史跡　伯耆国分寺跡・法華寺畑
遺跡の環境整備活動
●１０月８日（日）
●史跡　伯耆国分寺跡・法華寺畑遺跡
　（倉吉市国府・国分寺）
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において、第１９回倉吉打吹ライオン
ズリーグ少年サｯカー大会を開催いた
しました。
　『倉吉打吹ライオンズクラブリーグ
少年サッカー大会』は中部地区の少年
サッカー全選手に参加資格があり、全
選手が出場する大会として、他に類を
みない特色を持った大会であり、本大
会でサッカーをプレーしたことがきっ
かけとなりサッカー競技を始める選手
も多くおります。もちろん、女の子で
も、混合チームでも試合が出来ます。
　今回１６チームが参加し、各カテゴ
リーのリーグ戦方式で行われました。
　今年は、世界的なボールリフティン
グデモンストレーター土屋健二氏を招
き、サッカー教室を行い選手全員が最
初にボールになれる身体の動かし方、
足の使い方、そしてボールを使っての
練習方法を学びました。
　地域の子ども達は滅多に有名な方の
指導を受けることができません。
　この度の教室で多くのことを学び益
々サッカーに対しての意欲が芽生えた
ことと思います。
　また、ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰで焼きそば、
かき氷等のバザーを行いました。

7R2Z
倉吉打吹ライオンズクラブ

第１９回倉吉打吹ライオンズ
クラブリーグ少年サッカー大会
●９月３日（日）
●湯梨浜町東郷総合運動公園
　多目的広場（人工芝グランド）

　今年も最初のアクティビティは、樗
　9月３日（日）湯梨浜町東郷総合運
動公園多目的広場（人工芝グランド）

において、第１９回倉吉打吹ライオ
ズリーグ少年サｯカー大会を開催い

きいき浜っこ祭り」が盛大に開催され
ました。
　障がい者やその家族と一般県民・市
民を結ぶ、ふれあいの祭典の一つとし
て歴史を刻んでいる祭りです。
　私達、境港ライオンズクラブでは無
料の金魚すくいのブースを出店し来場
いただいた皆様に大変喜んで頂きまし
た。

　ライオンズデーの継続事業として、
倉吉市文化財課と地元の社老人クラブ
連絡協議会にもご協力をいただき、除
草・集草・落ち葉拾いなどの清掃整備
を行いました。この『歴史の里公園』
が倉吉のシンボルに相応しい公園とな
るよう期待しています。

8R2Z
境港美保ライオンズクラブ

海浜清掃を強風の中決行！！
●１０月１５日（日）
●境港市・美保湾展望台付近

　鳥取砂丘は鳥取県東部にとって年間
　今にも雨の降りそうな天候で強風の
中にもかかわらず、早朝 7時より足立
会長提唱の海浜清掃を行う。今回で第
４回となる昨年にスタートした奉仕活
動である。　
　今回は、境港市報にも掲載していた
だき、一般の方の活動参加を募ったと
ころ、5歳の元気な男の子を連れた若
いお母さんをはじめ、日頃は地元の老
人保健施設で働く６人の女性が休日を
利用して参加して下さった。誠にあり
がとうございます。会員一同大感激で
す。
　私たちの活動の輪が広がり、ふるさ
と境港が誇る「白砂青松の海辺」の保
全が永続的に行われるように、奉仕活
動を継続してゆきたい。

ふるさと再発見ウオーク in 関金
●１１月５日（日）
●関金地区周辺

　第１８回目となる今年度は、開湯１
３００年を迎えた関金地区を巡り歩き
ました。午前 6.5 ㎞、午後 5.0 ㎞のコ
ースの中には、古くから多くの人を癒
してきた温泉のほかにも地蔵院、鳥飼
家住宅、関金のシイなど多くの貴重な
文化財が残り、１２カ所のポイントで
倉吉市文化財課や博物館の方に文化財
や歴史について説明を受けました。参
加者の方には歩くことの楽しさを満喫
していただくと同時に、あらためて郷
土の風土や歴史、伝統文化を再発見し
ていただけたことと思います。

の玄関口（顔）と言えます倉吉駅が見
違える程、きれいになり大変満足の行
く奉仕デーになりました。

第3回「境港ライオンズクラブ少年少女野球教室」
●１１月１９日（日）
●境港市立第三中学校体育館

　１１月１９日に青少年育成事業とし
て「第３回境港ライオンズクラブ少年
少女野球教室」を開催しました。
　講師には、今年も元プロ野球選手の

佐野慈紀氏を招き、また地元の養和会
野球部の選手、米子信用金の野球部選
手の皆様にも協力いただきました。
　地元の少年少女約６０名、野球チー
ム指導者・保護者含め約１００名の参
加で開催しました。
　寒い一日でしたので、まずはウォー
ムアップに皆で鬼ごっこ、そして佐野
さんの指導でキャッチボールなどの基
本のプレーからスタート。終始佐野さ
んの明るいキャラクターで子供たちも
笑顔で指導を受け、ますます野球を好
きになってくれたことと思います。こ
の貴重な体験を日ごろの練習に生かし、
そして仲間と一緒になって素晴らしい
チームワークを発揮してほしいもので
す。
　この野球教室は、子供たちに野球の
魅力や楽しさを伝え、野球を通したス
ポーツの振興、普及及び青少年の健全
育成を目的に開催しています。今後も
毎年継続事業として開催出来ればと思
います。

7R2Z
倉吉グレートライオンズクラブ

ライオンズデー　（倉吉駅周辺清掃活動）
●１０月１日（日）
●ＪＲ倉吉駅

　１０月１日、ライオンズデーとして
当クラブの恒例となりました、倉吉駅
周辺の清掃活動を実施しました。高校
生・短大生３７名・一般の方２０名・
会員３２名、総勢８９名と今年も多く
の方に参加いただきました。
　倉吉市　石田市長、当クラブ伊藤会
長の挨拶で始まり、駅周辺をグループ
に分かれ、駅出入り口の天井清掃、バ
スターミナルの窓ふき、雑草の除去、
ゴミ拾い等行いました。
　晴天の下、気持ち良い汗を流す事、
奉仕をさせていただきました。石田市
長のご挨拶でもありましたが、倉吉市

8R1Z
大山ライオンズクラブ

「大山日本遺産物語（地蔵信仰
と牛馬市）の絵本を寄贈」
●１０月２７日（金）
●大山町役場本庁舎　応接室

　伯耆の国・大山開山１３００年祭を
来年実施するにあたり、この度「大山
日本遺産物語～地蔵信仰と牛馬市～」
の絵本が地元作家よリ発刊されたのを
記念して、我々大山ライオンズクラブ
は、大山町内の小・中学校そして図書
機能のある地区公民館にこの絵本の設
置をお願いし、大山町長様・大山町教
育長様へ贈呈致しました。
　郷土の歴史と文化を子供達へ、ある
いは地域の皆様へ知っていただく一助
になれば幸いであります。
　今年度結成５０周年 ( 来年４月 ) を
迎える記念事業の一つとして実施した
ものであります。

8R2Z
境港ライオンズクラブ

「いきいき浜っこ祭り」
●９月２４日（日）
●境港夕日ヶ丘メモリアルパーク

　秋晴れの爽やかな空の下、境港市夕
日ヶ丘メモリアルパークにて、多くの
ボランティアスタッフの皆さんのご尽
力のもと、「境港社会福祉文化祭 * い

第 22 回「境みなと寄席」
●１１月１２日（日）
●境港市文化ホール（シンフォニーガーデン）

　平成 29 年 11 月 12 日（日）境港市
文化ホール（シンフォニーガーデン）
において第 22 回「境みなと寄席」を
開催しました。境港市出身の芸人さん
である小野ヤスシさんの縁で、第 1回
から 5回目までは古今亭志ん朝さん、
志ん朝さん亡き後は加藤茶さん、笑点
のメンバーなど有名処に出演して頂き
ました。
　「笑いを通じて市民の皆様に喜んで
もらいたい」という小野さんと我がク
ラブの思いは 5年前に小野さんが亡く
なったあとも、小野さんの奥様や林家
たい平さんのお陰で継続することがで
きています。今年の出演者は林家たい
平さん、堺すすむさん、林家けい木さ
ん。400 席の会場で昼夜 2回公演、満
員のお客さんに大いに笑ってもらいま
した。
　「境みなと寄席」は我がクラブにと
って事業資金獲得の上でも重要なアク
ティビティです。収益金の中から中学
校のクラブ活動支援金を贈呈すること、
さらに少年少女野球教室などの運営資
金を捻出しています。また幕間で、客
席の皆さんにアイバンク・臓器バンク
をＰＲしたり、ありがたいことに募金
にも協力頂いています。
　生の落語に触れる機会の少ない地域
にあって、これからも市民の皆さんに
笑いを届け続けていきます。

　１１月１８日に境港商工会議所大ホ
ールにて青少年育成事業として元プロ
野球選手の佐野慈紀氏を招いて講演会
を開催しました。
　例年は、少年野球の関係者を対象に
講演会を開催していますが、今年は一
般の方も対象にして地域の皆様と一緒
になって青少年問題に関心を持ってい
ただこうと企画しました。
　講演会の内容は、はじめに薬物乱用
防止の啓発活動としてビデオを放映し、
危険薬物の恐ろしさを再認識していた
だき、地域や家庭でも薬物乱用の怖さ
を話して頂くようお願いしました。
　佐野氏も講演の中で、身近なところ
では、危険薬物を常用して死にいたっ
たり、薬物を使用して逮捕されたりと
いう事件に大変ショックを受けたとい
うお話をされました。また佐野氏は、
子供の夢は本人の努力は勿論のことで
すが、周囲も夢を持ち続けられるよう
見守ってやることが大事だと語られま
した。
　今回は講演会に併せて薬物乱用防止
の啓発活動を行いましたが、単独で薬
物乱用防止の講演会を開催しても動員
が非常に難しいのが現状です。今後も
機会あるごとにこういった形で啓発活
動を行っていけばよいのではと感じた
次第です。

「青少年健全育成講演会」
●１１月１８日（土）
●境港市商工会議所大会議室
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実施日／ 2017 年 10 月 7 日（土）
会　長／川野　豊

西大寺
ライオンズクラブ 1R-2Z 記念式典

　秋晴れのもと、西大寺ライオンズクラブは認証 60 周年
記念式典を太田健一地区ガバナーをはじめ地区役員、ス
ポンサークラブである岡山ＬＣ、姉妹クラブの台湾・岡
山獅子會、友好クラブの千歳中央ＬＣ、そして 336Ｂ-1Ｒ
-2Ｚのブラザークラブなど多くのご出席をいただき盛大に
祝う事が出来ました。
　還暦をテーマとした祝宴では会員が役者を務めたショー
トムービーの上映から始まり 60kg マグロの解体ショーや、
最後は「ワッショイ！」のかけ声で登場するさらし姿の騎
馬が壇上へ上がり、共に閉宴挨拶を行いました。
　今後とも諸先輩方の活動の伝統を踏まえ「奉仕の精神の
素晴らしさ」を次世代に継承してまいります。

記念事業
　①ハートフル支援講演会（竹内昌彦先生）
　②サケの孵化・飼育・放流 事業の拡大
　③西大寺会陽「国指定重要無形民俗文化財」指定看板の寄贈
　④JR 西大寺駅 時計台 再整備及びプレート設置
　⑤上寺山駐車場照明灯 移設補修
　⑥石井十次案内看板 再整備
　⑦LCIF 献金 $2,000

実施日／ 2017 年 11 月 11 日
会　場／ホテルリマーニ

邑久
ライオンズクラブ 1R-2Z 　1982 年 8 月、西大寺ライオンズクラブをスポンサーと

して誕生した我が邑久ライオンズクラブは、今年 35 周年
を迎えました。当日は、太田ガバナーをはじめ、ご来賓の
皆様、１Ｒ－２Ｚの親クラブ・ブラザークラブの皆様、
姉妹クラブである福岡黒田ライオンズクラブの皆様にご出
席賜り、盛大に開催することができました。記念事業とし
て、瀬戸内市民図書館に図書購入費を贈呈のほか、３つの
事業を行いました。
　式典と祝宴の合間に、初めての試みとしてお祝いの花火
を打ち上げました。夜空に大輪の花が次々に現れ、轟音が
牛窓の海に響き渡ると出席者から歓声が上がりました。祝
宴は、アトラクションの歌と和太鼓（メンバー２名が飛び
入り参加）が、お祝いムードをさらに盛り上げてくれまし
た。
　今後もメンバー一同、地域に根ざした奉仕活動を、なか
よく楽しく続けて４０周年、５０周年を目指して精進して
まいります。

実施日／ 2017 年 10 月 15 日
会　場／岡山プラザホテル

岡山中央
ライオンズクラブ 2R-2Z

　10 月 15 日（日）　記念式典　15 時～ 16 時 15 分　祝宴
16：30 ～ 18：30　岡山プラザホテルにて認証 40 周年記念
式典ならびに記念祝宴を開催致しました。式典には岡山県
知事　伊原木隆太様代理　備前県民局　局長　田野宏様を
はじめ　岡山市長　大森雅夫様　地区ガバナー　太田健一
様　スポンサークラブの会長　江見卓眞様などたくさんの
方よりお祝いの言葉を頂きました。地区役員の皆様、遠路
遥々、台湾市博愛獅子会から 16 名のメンバー、友部ＬＣ、
金沢中央ＬＣ、高知中央ＬＣ、熊本中央ＬＣと姉妹・友好
クラブのメンバーの方々そして、近隣のブラザークラブの
たくさんのメンバーの方々に出席して頂き盛大に且つ厳粛
に式典を開催する事ができ、チャーターメンバーであるＬ
宮崎へ 40 年の感謝の気持ちを込めて記念品を贈呈致しま
した。その他、この度の記念事業の一つとして熊本大震災
復興支援チャリティで行ったバザーやコンサート、ゴルフ
等の募金を熊本中央ライオンズクラブへ付託し、無事に式
典を終える事ができました。
　祝宴では、岸田敏志による記念コンサート、浅草音頭な
ど、楽しい雰囲気で進行していくことができ最後に太田ガ
バナーの指輝のもと、また会う日までの輪が一つになり大
盛況に終える事ができました。ご臨席を頂いた皆様へ感謝
御礼申し上げます。

40 周年記念事業紹介
・岡山城『移動式木製ベンチ』贈呈　・岡山市『ももちゃ
り』贈呈　・瀬戸ドリームス軟式野球スポーツ少年団『テ
ント 2 張り』贈呈　・ソフトボール教室開催　・ＭＪＦ90
00 ドル献金　・熊本大震災復興支援募金

実施日／ 2017 年 11 月 12 日
会　場／倉敷アイビースクエア
会　長／蒔田　典幸
参加者 / 来賓ならびにライオンズクラブ出席者　59 名
　　倉敷真備ライオンズクラブ　24 名　　合計　83 名

倉敷真備
ライオンズクラブ 5R-1Z 　11 月 12 日（日）に倉敷アイビースクエアにおいて認証

40 周年記念式典ならびに祝宴会を開催しました。倉敷市長
伊東香織様、地区ガバナー　太田健一様をはじめ、大勢の
ご来賓ならび 5R 各クラブ、近隣リジョンのライオンズクラ
ブメンバーの皆様にご出席いただき、無事に式典、祝宴を
終えることが出来ました。式典では会長、実行委員長から
の感謝に意、ご来賓の皆様の祝辞、記念事業の発表など粛
々と進められました。祝宴ではバンド演奏とともに、お楽
しみ抽選会など、和やかな雰囲気の中、お開きとさせてい
ただきました。
　40 年という長きにわたり活動できましたのも、皆様のご
支援の賜物と、この式典を通して感謝するとともに、今後、
45 年、50 年という節目を迎えることが出来ますよう、会員
一同、地域に密着した奉仕活動を続け、更なる飛躍を目指
していきたいと思います。

実施日／ 2017 年 11 月 26 日
会　場／まなび広場にいみ　小ホール
会　長／黒田　正明
参加者 / 140 名

新見
ライオンズクラブ 6R-2Z

　2017 年 11 月 26 日（日）　まなび広場にいみ小ホールに
於いて、新見ライオンズクラブ認証 60 周年記念式典および
祝宴を開催いたしました。一般来賓の皆様、太田健一ガバ
ナーをはじめ、ブラザークラブの皆様、多数のご来賓の皆
様、総勢 140 名の方にご出席を賜りました。
　記念式典は盛大にかつ厳粛に執り行われました。記念事
業として　①LCIF へ 1,000 ドル献金　②新見中央図書館へ
CD・DVD 研磨機の寄贈　③備中漆の継承　④地域貢献賞
表彰を行いました。
　備中漆の継承では、新見市へ寄贈して頂く備中漆作品の
作者である塩津容子様、川野正毅様に作品への思いをお話
頂き、また地域貢献賞表彰では、新見市で継承している祭
りや伝統芸能などの伝統文化行事を永年にわたり伝承され
た団体を称え、5 団体を表彰させて頂きました。
　引き続き執り行われた祝宴も、照葉樹の演奏から始まり、
新見の美味しい物をふんだんに使用した料理、そしてこれ
ぞ新見といった景品のそろったラッキーカード抽選大会と、
大変な盛況のうちにあっという間の閉会となりました。
　お忙しい中をご臨席いただき 60 周年という節目を皆様
と共に御祝することができましたことに改めて感謝申し上
げます。
　今後も 70 周年、80 周年そして 100 周年と先を見据えつ
つも地に足をつけ、We Serve の精神で地域の為に精進し
てまいります。
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２０１７～２０１８年度
第 2 回キャビネット会議 日 時：２０１７年１０月１４日（土）

場 所：ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾓ ﾝ ﾄ ﾞ瀬戸内ﾏ ﾘ ﾝ ﾎ ﾃ ﾙ

議題（承認された主なもの）

① 2018-2019 年度地区ガバナー補者推薦について 確認

② 2018-2019 年度第一副地区ガバナー候補者推薦について 確認

③ 2018-2019 年度第二副地区ガバナー候補者キャビネット推薦について 確認

④ 2018-2019 年度第二副地区ガバナー選出予定報告について 確認

⑤ 2016-2017 年度全期会計収支報告 承認

⑥ 第 64 回地区年次大会～基本構想・運営組織・大会予算について 承認

⑦ 地区役員提案・報告事項と各参考資料

① クラブ名
② 名前
③ 入会月
④ スポンサー

① 西大寺
② 秋山　武則
③ １０月
④ 川野　豊

① 西大寺
② 山崎　晋弥
③ １１月
④ 野口　裕年

① 岡山あげは
② 松陰　貴行
③ ８月
④ 篠崎香屋子

① 岡山ハーモニー
② 江本美奈子
③ １１月
④ 有本みどり

① 岡山京山
② 松本　浩次
③ ９月
④ 金礪　毅

① 岡山京山
② 山口　祥平
③ ９月
④ 波夛　伸司

① 岡山京山
② 林　英夫
③ １１月
④ 金礪　毅

① 岡山せとうち
② 香川　雅史
③ ８月
④ 藤井　聡志

① 岡山せとうち
② 相澤　忠明
③ １１月
④ 秋山　悦子

① 岡山せとうち
② 安井　充典
③ １１月
④ 津田　英宏

① 津山やよい
② 山田　雄二
③ ９月
④ 安達　正美

① 真庭
② 山根　眞一
③ ８月
④ 山下　豊

① 児島
② 瀧　昌浩
③ ９月
④ 西山　哲也

① 児島
② 山田　純也
③ １０月
④ 西山　哲也

① 児島
② 岡田　徹
③ １１月
④ 西山　哲也

① 倉敷南
② 並松　知幸
③ １１月
④ 穴見　慶一

① 倉敷東
② 日向　豊
③ ８月
④ 枦元　誠

① 倉敷東
② 田邉　上智
③ ９月
④ 枦元　誠

① 倉敷阿知
② 末平　侑
③ ９月
④ 元平　兼治

① 新倉敷
② 鍋谷栄一郎
③ ９月
④ 井上　大造

① 総社
② 土井　和明
③ ９月
④ 田辺　豊

① 鳥取
② 矢田　克明
③ ７月
④ 黒坂　幸夫

① 鳥取
② 福田　秀章
③ １０月
④ 黒坂　幸夫

① 倉吉
② 山下　正喜
③ ８月
④ 加藤　康彦

① 倉吉
② 高田　充征
③ ９月
④ 松井　實

① 倉吉
② 杉本　友子
③ ９月
④ 加藤　康彦

① 倉吉打吹
② 中島　弘起
③ ７月
④ 阪本　茂一

① 倉吉打吹
② 樋口　重敏
③ ７月
④ 猪亦　明子

① 倉吉打吹
② 松本美佐子
③ １０月
④ 岩間　康典

① 倉吉打吹
② 水口　浩志
③ １０月
④ 中村　和夫

① 倉吉打吹
② 竹中　誠
③ １１月
④ 阪本　茂一

① 倉吉グレート
② 上杉　信成
③ ８月
④ 伊東　和昭

① 西伯南
② 庄倉三保子
③ ８月
④ 青砥　德直

① 境港
② 柏井　知弘
③ １０月
④ 濵田　幹夫

① 境港
② 澁山哲三郎
③ １２月
④ 谷　勝治

① 境港美保
② 松本　達也
③ ９月
④ 足立　祥

① 米子城山
② 角　正夫
③ ９月
④ 引野　正己

① 米子城山
② 浅井　誠司
③ １０月
④ 八木　啓子

① 岡山東
② 井上　賢
③ ９月
④ 山本　俊和

日 時：２０１７年７月２２日（土）
場 所：サントピア岡山総社
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２０１７～２０１８年度
第 3 回キャビネット会議

議題（承認された主なもの）

次期地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者届出・推薦について

       次期地区ガバナー 井上 浩一 を承認

次期第一副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者届出・推薦について

      　次期第一副地区ガバナー 小野 宗次 を承認

次期第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者届出・推薦について

      　　次期第二副地区ガバナー 金礪 毅 を承認

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ推薦次期第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者選考要領について　承認

次期地区役員・委員の選考要領について　承認

第 64 回地区年次大会代議員運営組織表 ( 案 )・３３６－Ｂ地区年次大会議事規則　承認

地区役員提案・報告事項および参考資料

【提案事項①】 LCIF 人道支援マッチング交付金（岡山南 LC・北 LC）申請について 承認

スペシャルオリンピックス日本　第 7 回夏期ナショナルゲーム・愛知開催に対してのご寄付のお願い　承認

日 時：２０１８年１月１３日（土）
場 所：アークホテル岡山



有限会社

代表取締役

太 田 健 一

太田商店

製紙原料
非鉄金属
製鋼原料

〒719-1154 総社市井尻野 431-11
TEL(0866)92-3483　FAX(0866)92-3490

株式会社　おの夢工房

　    小野　宗次
　　　　　　　　　　　岡山県倉敷市真備町有井 211-3
TEL 086-698-6001　FAX 086-698-6309

井上歯科医院

　院長　井上　浩一
　　　　　　　　　　　

居酒屋 月の雫

倉敷市鶴形 1-3-41 大西ビル
086-421-3157

川上　隆司

〒７１５－００１９
岡山県玉野市迫間２１３９－２
電話・FAX 番号　０８６３－７１－４８１８
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有限会社

〒700-0033　岡山市北区島田本町一丁目 8 番 3-405 号
TEL・FAX　（086）253-5509
吉備津加工場（086）287-7787

鉄筋工事一式

許可番号　岡山県知事許可（般 -29）第 19957 号

堀工業 取締役　堀真弓

清水　男 (ダン )

婚礼貸衣装・宝石・写真・結納のし

三　松
岡山店　086（223）5295　岡山市北区内山下 1-3-17
倉敷店　086（424）2212　倉敷市沖 52-13
総社店　0866（92）0855　総社市中央 2-5-5

岡山県下有名ホテル内 5 店舗
ホームページ ブライダル三松 検索

児島建設株式会社

〒7 0 6 - 0 0 1 1
岡山県玉野市宇野 3 丁目 2 0 - 7
T E L（ 0 8 6 3） 3 1 - 5 6 8 1 ( 代 )  FAX  ( 0 8 6 3 ) 3 2 - 0 3 3 5
h t t p ; / / ww 1 . t i k i . n e . j p / ̃ s um i y o s h i / 0 0 0 1 . h t m
【E -m a i l】 k o j i m a@mx 2 . k c t . n e . j p

感謝と真心をもって、地域社会に貢献を目指す。

KOJIMA-KENSETSU CO.,LTD

代表取締役　住吉　孝文

水まわりのことなら何でもおまかせ

株式会社 あおい設備

１級管工事施工管理技士　監理技術者
２級土木施工管理技士
浄化槽設備士　配水管技能者

建設業許可　岡山県知事第１６３０５号

専務取締役

　藤 原 恭 介
〒706-0225
岡山県玉野市南七区　　　Tel 0863-51-2728　　Fax 0863-51-1925
　　　　　　　　　　　　　e-mail　k_fujiwara@aoisetsubi.com

エグゼクティブ エージェント

株式会社　　　　　　　　　　　 　岡山支店

高木歯科医院

(0866)93-6710

倉敷市真壁 1021
ダイキから徒歩 2 分　　　常盤郵便局北へ５０ｍ

バリアフリー対応
P 有り　当院裏側

高木　哲弘

岡　嶋　正　和
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定AFP
2 級ファイナンシャル・プランニング技能士
MDRT2017 年成績資格会員

ソニックジャパン
〒700-0616　岡山県岡山市北区富田町 1-7-15　富田町ビル 3F
Tel.086-803-5501　Fax.086-803-5506
E-mail. masakazu-okajima9f@sonic-japan.co.jp
http://www.sonicjapan.info
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