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岡山東ライオンズクラブ会長スローガン

『伝統の継承と未来への刷新』

第61代会長　退任挨拶

第62期　会長挨拶

第61代会長　L. 土田　利行
　昨年の７月から第61期がスタートしました。当時はコロナ感染者
が増え続け、夏の家族会が終了してまもなく岡山にも「まん延防止
重点措置」が発令され、例会も何度か書面開催となりました。その
ような状況でしたが野球やソフトボール、サッカー等の継続アクティ
ビティーは予定通り開催できたことは大変良かったと思います。未
来ある子供たちが一生懸命にプレーする姿はとても素晴らしかった
です。また、GoToEat岡山東ライオンズ版として『GoToEast(食事券)』

を発券しました。
　そのほか忘年例会、新年家族会、長寿お祝い会、ＣＮ61記念会などの例会を開催することができたことが大変う
れしく思いました。他クラブの周年や年次大会、東同名友好会等もリアルに開催されました。
　奉仕活動を中心とするライオンズですが、メンバーとの交流、情報交換もライオンズの魅力の一つだと思います。
私は人付き合いが得意な方ではありませんが、皆様に声をかけていただき以前よりは会話ができるようになったと思
います。まずは自分が楽しんで、次は新しいメンバーに楽しんでもらい、みんな楽しく魅力あるクラブとすることで
会員増強につながるのではないかと今更ながらに思います。
　第62期は、会長L.池田紀久男、幹事L.池田修のW池田でスタートします。私の出る幕はないかと思いますが、前
会長としてサポートしていきたいと思います。
　皆様のおかげをもちまして無事に一年を乗切ることができました。本当にありがとうございました。引続きよろし
くお願いします。

第62代会長　L. 池田紀久男
　歴史と伝統あるクラブを継承するために必要なことは頑なに同じことを続けていくことで
はなく、思考や行動をアップデートしながら時代に合った型にうまく変革していくことであ
ると考えています。
　変革し続けるということはむやみに過去を否定することではありません。クラブがより成
熟した組織に向かっていくように、今期はこれまで培った歴史と経験を活かしながら、時代
に合わせて物事を刷新し、岡山東ライオンズクラブを未来永劫繋いでいく為の礎を築いてい
く一年にしていきたいと思っております。

　時代はアフターコロナ、ウィズコロナに入りました。我々は対策をとりながらも大切な一歩を踏み出す必要があり
ます。
　まずは活動基盤である会員数を確保するために委員会・例会・理事会・アクティビティの取り組み方を新しく考え
ていきたいと思います。その実現には皆様お一人お一人のご協力が不可欠です。どうか一年間お力添えの程宜しくお
願い申し上げます。
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　去る４月23日に国際ホテルにて粛々と記念式典に
続き、懇親会が行われました。50周年というと半世
紀にわたり、地域社会で活躍されてきたわけですから、
それなりに岡山でも地位のある位置に立っておられま
す。社会奉仕を50年に渡り、続けてこられたことに
感服いたします。
　昨年まではライオンズクラブにおいても、通常例会
は中止になり、書面のみの開催でしたが、こういった
式典関係も全て中止となり困惑の一年間ではありまし

たが、今年は一気に各クラブの記念行事がスタートし
ました。
　その一環として、岡山ひかり LC の記念式典が開催
されたことをうらやましく、また地区役員としても安
堵しております。
　こうした日常生活が取り戻せたことに感謝するとと
もに、岡山ひかりLC の益々の発展を祈ります。
 2021-2022年度336-B地区 GMTコーディネーター
 L.小野　大作

岡山ひかりライオンズクラブ
認証50周年記念式典出席

2022年４月23日（土）
国際ホテル

GMTコーデイネーター
� 　L.�小野　大作
地区ＧＭＴコーデイネーター任
期を終えて

　平山ガバナーからご指名をい
ただきGMTとして一年間一生懸

命職務を遂行してきました。しかしながら、今期
末には２クラブが解散、また入会者は150名近くの
入会をして頂いてはいるものの、退会者がそれを
上回り、最終的にはマイナスとなってしまいました。
　ＭＤのＧＭＴチームリーダーの真鍋さんが力説
しておられたのが「ニューメンバースクールをし
て欲しい」とのことでした。地区内でもしばらく
行われていないので、今期は是非それをやろうと
していましたが、残念ながらコロナの為に中止せ
ざる得ませんでした。しかしながら入会３年の方々
にはＧＭＴ経費の中から小冊子を購入し、約400名
の方々に配布をしました。この小冊子を教科書と
し、是非各クラブ内で会長が、ニューメンバース
クールを行っていただきたいと思います。
　単一クラブが人数減により弱小化する中で中々
会員数を増やしていくのは至難の業だとつくづく
感じたのが今年一年を振り返ってみての感想です。
私たちが入会した昭和の時代と、平成、そして令
和と時代の変遷に連れて、こういったライオンズ
クラブの「意義」が変革していると思います。し
かし、このライオンズクラブを必要としている人々
もいるのも事実です。
　新たにライオンズクラブに入会された方に「奉
仕の精神」を享受してもらい、今後一層のライオ

ニズムの発展に精進してもらいたいと思います。
　世界にはライオンズクラブは必要とされているので
す！誇りをもってライオンズ活動を行いましょう。
　終わりになりますが、次年度のＧＭＴには是非ニュー
メンバースクールを開いてもらいたいと思います。

� 幹事　L.�上田　展宏
　第61期の幹事を務めさせていただ
きました。コロナの影響が強く、活発
な活動は叶いませんでしたが、皆様の
ご支援を頂きながら１年間任務を遂行
することができました。

　年度後半は他クラブの周年行事にも参加する機会をい
ただき、視野を広げて人間関係を築くことができ、非常
に有意義な時間を過ごすことが出来ました。ありがとう
ございます。今後もこの経験を活かしクラブに貢献でき
るよう精進してまいります。皆様、宜しくお願い致しま
す。

 会計退任挨拶　L.�大源　順也
　時が経つのは早いもので、早１年が
経ってしまいました。２回目の岡山東
LC 会計を仰せつかり、１回目で果た
せなかった事を改めて反省し、励もう
と思ったのも束の間、昨今のコロナ禍
で思うようにできませんでした。日々

是反省です。
　関係各位の皆様、ご協力、誠にありがとうございまし
た。心よりお礼申し上げます。

第61期役員退任の挨拶

　去る６月５日にプラザホテルにて、厳粛に、そして
華々しく35周年の記念式典が開催され私にとっても
GMT 役員としての最終の式典参加でした。多くの参
加者があり、昨年11月に予定をされていた式典が嘘
のように、盛大な式典でした。
　セレモニーの後、懇親会では有名なシンセサイザー
の演奏者が奏でる、光と音の素晴らしい共演でした。

　せとうち LC は、私どものクラブとは孫の関係にあ
り、その分大きく成長されているな、と思いました。
　今後も35周年が過ぎたクラブとして大きく前へ踏
み出されることを期待します。
 2021-2022年度336-B地区 ＧＭＴコーディネーター
 L.小野　大作

岡山せとうちライオンズクラブ
認証35周年記念式典出席

2022年６月５日（日）
岡山プラザホテル
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 ２ＲＧＬＴ委員　L.�妹尾　隆弘
　今期は我がクラブより２Ｒを代表
して336-B 地区の GLT 委員に選出
されました。地区役員は初めての経
験ですが、お役に立てるよう頑張り

たいと思います。また、ガバナーはじめ地区役員の皆
様との交流を通じて新たな経験を積めることに感謝い
たします。

� 第一副会長　L.�井上　賢
　この度62期第一副会長に就任させ
ていただきました。少しでも池田会
長の支えになれるよう一年間努力し
ていこうと思います。

　また、今後のクラブの継続、発展においてはクラブ
全員で盛り立てていかなければなりません。
　ご協力のほどよろしくお願いします。

� 第二副会長　L.�上田　展宏
　この度、第62期の第二副会長を拝命いたしました。
世の中は徐々に日常を取り戻しつつあります。ライオ
ンズクラブの活動も、元通りというわけにはいかない
かもしれませんが、活性化させていく必要があります。
難しい局面もあるかもしれませんが、陰ながら会長・
幹事を支えていくことが出来れば幸いです。まだまだ
弱輩ではございますが精いっぱい努めてまいりますの
で皆様のご指導宜しくお願い致します。

� 幹事　L.�池田　修
　この度、幹事に就任いたしました
池田修です。入会以来２度目の幹事
です。
　ここ数年、日本だけでなく世界中

いろいろと変化に富んだ状況が続いています。
　また、ライオンズクラブ、岡山東 LC を取り巻く環
境においても同様に、日々刻々と変わっています。
　その変化に応じたクラブの運営、対策が強く求めら
れる一年になろうかと思っています。
　これから１年会長L.池田紀久男をサポートし、会員
の皆さんに期待され信頼される幹事であり、そして、職
を全うしていく所存です。よろしくお願いいたします。

� 会計　L.�澁谷　典彦
　この度、会計に就任することにな
り身の引き締まる思いです。
　思えば、55期と59期に続き３回
目の会計となります。

　コロナも収束に向かいつつあり、徐々にライオンズ
活動も盛り上がって参りました。今期は単に後処理と
しての会計ではなく、必要な予算をしっかりと拠出す
るためのアドバイスができるような会計を目指したい
と思います。
　とはいえ、普段会計の仕事に携わっている私にとっ
ても、ライオンズクラブの会計は、なかなか奥が深く、
まだまだわからないことや勉強しなくてはならないこ
とだらけです。
　皆様の御指導を仰ぎ、精一杯重責を果たして参りた
いと思いますので、どうぞ御指導御鞭撻のほど、宜し
くお願い致します。

� ライオンテーマー　L.�中村　安生
　このたび、岡山東ライオンズクラ
ブのテーマーをさせて頂く事と成り
ました。以前一度致しましたので２
回目のお役目となります。段々会員

数が減少し淋しい例会ですが、池田紀久男会長と力を
合わせ伝統ある岡山東ライオンズクラブの例会を盛り
上げていきたいと思っております。皆様ご協力をお願
い申し上げます。

� テールツイスター　L.�大源　順也
　ドネーション！ドネーション！ドネーション！
　思い起こせば47期に１回目のご指名を受け頑張ら
せて頂きました。しかし、62期はメンバーに「次は
どの役をしますか？」と言われ、「テールツイスター
やります！」と即答。「そのかわり、２回目はドネーショ
ン厳しいよ！」と申し上げておきました。池田会長は
54期に私の幹事をして頂いた御恩がありますので、
しっかり務めさせていただきます。ビシッビシッ行き
ますので、皆様宜しくお願い致します。「ENJOY！
T.T！」

第62期役員就任の挨拶
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岡山神社長寿お祝い会

岡山西ライオンズクラブ認証50周年記念式典出席

2022年２月１日(火)
岡山神社

2022年５月８日（日）
岡山プラザホテル

　今年、米寿を迎えました。これ迄と変わりなく弁護士
業務を続けていることに感謝しています。この程、日弁
連総会で法曹在職60周年の表彰を受けました。
　人の長寿を祝う「賀の祝い」はまず40歳から始まり、
10年ごとに祝うもので、昔は40歳は初老と言われ、足利
時代の末になってから、還暦、喜寿、米寿などの祝いが
起こったようです。
　私も昔が懐かしくなって当クラブの十周年記念誌を見
ました。会員数は112名を擁し、出席率は10年間100％を
維持していました。今では考えられないことです。会員
のプロフィールの写真とメッセージに深い感激を覚えま
した。今は一人も居られなくなりました。
　その当時は、各業種の代表者ということで、私は弁護
士会の副会長になったことから民事弁護士の枠で入会し
ました。ライオンズクラブでは経済の高度成長に伴いク

岡山東ライオンズクラブ杯少年サッカー大会 2022年５月１日（日）
北長瀬未来ふれあい総合公園

　2022年５月１日に継続アクティビティである第28回岡
山東ライオンズカップ少年サッカー大会が北長瀬未来ふ
れあい総合公園で開催されました。この大会は、次世代
を担う少年たちがサッカーを通じて友情と理解を深め、
創造力豊かな人間に育つことを願って開催しています。
　晴天のもと12チームが参加し、選手たちは元気いっぱ
いに日頃の練習の成果を発揮し熱戦が繰り広げられまし
た。決勝戦は２対１で灘崎FCが見事に勝利し優勝しまし
た。準優勝は平井 FC、３位は吉備 FC、４位は FC 西御南
でした。我がクラブからは開会式に土田会長以下６名、
閉会式には L. 前田夫妻と岡山東国際レオクラブから２名
が参加しました。 Ｌ.妹尾　隆弘

　５月８日(日)岡山プラザホテルにて岡山西ライオンズ
クラブ認証50周年記念式典が開催されました。会長 L. 江
崎の開会ゴングで始まり会長挨拶、来賓祝辞、記念事業
目録贈呈等滞りなく式典が執り行われ、スポンサークラ
ブへの感謝状と記念品を頂きました。閉会ゴングで式典
が終了しました。
　階を移し祝宴が始まり、大会名誉会長 L. 尾崎の乾杯発
声で食事・歓談がスタート、アトラクションでは L. 草野

ラブ数が増え資格制限はなくなりました。このため、バ
ブル経済の崩壊した以降は会員数は減り続け、クラブの
解散も生じています。その間、各会員の努力により会員
増強がなされてきました。しかし、コロナ禍も重なって
歯止めができず、クラブ維持のためには新しい取組みが
必要でしょう。
　それには、原点に戻りクラブとその地域との連携を復
活し、クラブそのものが地域に愛され、魅力ある団体に
なることが必要でしょう。若い会員の方々に、コロナ禍
後の新しい奉仕活動を考えてもらいたいものです。
 L.横田　　勉

を含むバンドによる演奏に続き、会長 L. 江崎が扮する里
見要次郎の舞踊が披露されました。前日行われた記念ゴ
ルフ大会表彰式がここで行われ L. 大源が見事周年賞に輝
き50インチTVを頂きました。祝宴は続き宴もたけなわと
なり、また会う日までを全員で歌い散会となりました。
岡山西LCの皆様ありがとうございました。
 第61代会長　L.土田　利行

米寿に寄せて�

　恒例の長寿祝い会・厄払い会は、２月１日(火)午前10
時から、岡山神社にて該当者４名中３名と昨年の受祝者
数名の出席で、厄除け・年賀の祈念から始まり、厄災消除・
無病息災・所願成就を厳粛にご祈念していただきました。
一同籠のお礼を頂いて帰りました。コロナの件もあり、
お祝いの例会は中止となり残念でした。
 L.河内　健一

古稀に寄せて
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2022年５月28日(土)

　５月28日（土）玉ねぎ寄付活動を行いました。
岡山ハーモニーライオンズクラブのご紹介（こ
の活動の発端は、2021年度ガバナーL. 平山の
発案）で、津山鶴山ライオンズクラブに所属
されている方の鏡野町にある玉ねぎ畑に伺い
ました。規格外の売りものにならない玉ねぎ
が、たくさんあるということで、玉ねぎを掘っ
てくれるなら、いくらでも持っていってほし
いということで、無償でいただくことができ
ました。
　汗だくになりながら２時間ぐらい玉ねぎを
掘りまくりました。初めての体験でしたので、
畑仕事の大変さや大地の生命力を感じました。
市内に戻り、NPO 団体の北長瀬コミュニティフリッ
ジの支援組織に玉ねぎ40Ｋを寄贈しました。その後
一部を、理事会に参加された方や、知り合いの方々に
分けました。今年の新玉ねぎは、とても甘くて美味し
いと評判でした。
　翌月、玉ねぎ掘りの楽しさを知り、L.上田と二人で
玉ねぎ畑のオーナーさんへの御礼も兼ねて２度目の玉
ねぎ掘りにも行きました。

　ハノイ支部岡山も６期目を迎え、役員も一巡し今期
改めて、会長を務めます須藤桂爾です。幹事に高橋有
哉、会計に岸本智順の体制で１年間、頑張っていこう
と思います。また、今期の支部の例会を親クラブとの
合同例会とさせていただきました。62期会長の L. 池
田紀久男のもと、一体感をもってクラブ活動に専念し
たいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
 岡山東LCハノイ支部岡山　６代会長L.須藤　桂爾

岡山東国際レオクラブ　活動報告
　こんにちは。岡山東国際レオクラブです。
　まず昨年度の大きな活動として、2022年５月に我
が大学（ノートルダム清心女子大学）にて在学生を対
象に読まなくなった古本の回収を行いました。独自で
作成したチラシと共に2022年１月頃から回収箱を校
内のヨゼフホールに設置し、また会員皆で個人的に学
生への呼びかけを続け、５ヶ月間で約20冊の本を集
めることができました。集めた古本は、ライオンズク
ラブが重点を置く「こどもの未来古本募金」の一部と
して岡山東ライオンズクラブの収集本と一緒に寄付し
ました。
　また、会員増強の対策として、下級生にLINEグルー
プで「レオクラブ」について広めようと考えておりま
す。また他のサークルも集まるサークル・クラブ活動

紹介に参加し、私たちの存在を他学生に広めていきま
す。
　最後に今年度の活動について、現在私たちが最も力
を入れるべきことはレオクラブを未来に繋ぐための会
員増強だと自負しております。未だコロナウイルスの
消息の先行きが見えない状況ですが、下級生に魅力的
な奉仕団体と思ってもらうため、また私たち自身の学
生生活の充実のためにも、普段の活動も少しずつ再開
していこうと話しております。
　なお、今年度も前年度と同じ役員にてレオクラブを
運営して参ります。引継ぎができることを祈りつつ、
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
 岡山東国際レオクラブ　幹事Leo松島　陽奈

ハノイ支部岡山活動報告＆役員挨拶

ＣＮ61記念会（第1473回例会）
　令和４年５月６日金曜日　Ｗグランラセー
レにおいて、岡山東 LC CN61周年記念会を
開催しました。久し振りに宴会を兼ねた記念
例会でしたので、約20名出席し、楽しく過ご
すことができました。そして、アトラクショ
ンとして、元劇団四季のメンバーだった大谷
健さん率いる「大谷ダンサーズ」のパフォー
マンスがあり、私たち参加者全員満喫できま
した。日頃、観る機会がないアップテンポの
ダンス、歌など、みんな若返りました。終了
後は、一緒に集合写真を撮り、いい思い出の
一コマができました。
 L.池田　　修

2022年５月６日（金）
Ｗグランラセーレ
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申告ドネーション
【１月５日】
●�明けましておめでとうございます＆ホン
ダF１ドライバーズチャンピオン、おめ
でとうございます＆久々に子供も参加さ
せて頂きました。

� L.土田　利行　10,000円
●�読売新聞や山陽新聞に写真入りで記事を
掲載して頂きました。楽しい例会　有難
うございました！！

� L.長谷川　誠　5,000円
●�楽しい家族例会を、お世話いただいてあ
りがとうございます。

� L.小野　大作　10,000円
●�正月、何もできなかったので、少しでも
子供を楽しませれて良かったです。

� L.井上　賢　10,000円
●�楽しい新年家族会、ありがとうございま
す。L.井上、テーマーの代役ありがとう
ございます。感謝！

� L.中村　安生　10,000円
●�誕生月祝い　ありがとうございました！
� L.加藤　廸也　5,000円
●�皆様にとって良い一年でありますよう
に！ビンゴ、当たりました。L.妹尾には
まけた!!!� L.河内　健一　5,000円

●�本日は、最多登録賞　ありがとうござい
ました。� L.妹尾　隆弘　5,000円

●�新年おめでとうございます。誕生月祝い、
ありがとうございます。

� L.大源　順也　5,000円
●�誕生月祝いをいただき、ありがとうござ
いました。� L.難波　正敏　4,000円

●�新しい年になり、今年こそは笑って終え
る一年でありますように。

� L.池田　修　4,000円
●�お誕生日のお祝いをありがとうございま
した。� L.澁谷　典彦　4,000円

●�お誕生日のお祝いをありがとうございま
す。� L.大賀　ゆみこ　4,000円

●�１/５「たたき売り」の売上です。主な
商品（さんふじ、有田みかん、干芋、か
おりの３L、はっさくL、イチゴ、玉子）
などです。いつも仕入れをしてくださっ
たL.宮原、加藤、ありがとうございます。
子供たちも大喜びでした。岡山東LC特
別例会名物「たたき売り」L.宮原、お疲
れ様でした。<(_�_)>

� 会員有志　12,000円
【１月18日】� 　
●�長男が岡山中学校に合格しました。
� L.妹尾　隆弘　5,000円
●�久し振りに「誓い」をしました。
� L.難波　正敏　2,000円
●�コロナに負けず、盛り上がってまいりま
しょう！� L.澁谷　典彦　1,000円

【３月15日】　
●�いつもありがとうございます。
� L.小土井　洋二　10,000円
●�誕生月祝いを有難うございました。
� L.平野　妣定　5,000円
●�62期会長になります。宜しくお願い致
します。� L.池田　紀久男　10,000円

●�水晶婚式祝い、ありがとうございます。
� L.井上　賢　5,000円
●�古稀のお祝いをいただきました。70歳、
これからもがんばります。

� L.河内　健一　10,000円
●�久々の例会で、皆様の元気なお顔が見ら
れて良かったです。早く平穏な日が来ま
すように。� L.土田　利行　5,000円

●�結婚60周年のお祝いをいただき、あり
がとうございました。

� L.難波　正敏　6,000円
●�誕生月祝いを頂きました。３月１日で
64歳になりました。これからもよろし
くお願いします!!

� L.長谷川　誠　5,000円
【４月５日】
●�今日はお酒の出る例会で楽しかったです。
� L.池田　紀久男　3,000円

●�調子先生、レオクラブの皆様、本日はご
出席いただき、ありがとうございました。
� L.妹尾　隆弘　3,000円

●�調子先生、レオクラブの皆様、本日はあ
りがとうございました。

� L.澁谷　典彦　5,000円
●�今年１月２日の誕生日で喜寿になりまし
た。良い年になる様頑張ります。

� L.加藤　廸也　10,000円
●�誕生月祝いをありがとうございます。
� L.小土井　洋二　10,000円
【４月19日】� 　
●�いつもお世話になり、ありがとうござい
ます。� L.小土井　洋二　10,000円

●�本日はありがとうございました。前田さ
ん、ご結婚　おめでとうございます。

� L.高橋　有哉　5,000円
【�５月６日】
●�先日は結婚祝いを頂き、ありがとうござ
いました。毎日楽しく過ごしていきたい

と思っております。今後も夫婦ともども
よろしくお願い申し上げます。

� L.前田　弘　20,000円
●�楽しいダンサーズパフォーマンス、あり
がとうございました！

� L.土田　利行　10,000円
●�今宵は楽しく過ごさせていただきました。
ありがとう。

� L.岸本　俊男　5,000円
●�本日は３年ぶりのチャーターナイト例会
を楽しみました。第二副会長L.加藤、二
副傘下の皆様、ありがとうございました。
� L.妹尾　隆弘　5,000円

●�楽しいCN61記念会をありがとうござい
ます。ブロードウェイミュージカル(大
谷ダンサーズの皆さん）も良かったです
よ。� L.小野　大作　5,000円

●�第61回のCN、おめでとうございます!!
� L.山本　俊和　3,000円
●�誕生月祝いをありがとうございます。
� L.池田　紀久男　5,000円
●�いつもありがとうございます。
� L.小土井　洋二　10,000円
【６月７日】� 　
●�５月28日(土）、三女まど佳の結婚式が
東京で無事終了しました。三人の娘が片
付いてやれやれです。相手の小泉君はイ
ケメンです。� L.長谷川　誠　5,000円

●�誕生月祝い、ありがとうございます。
� L.池田　修　4,000円
●�いつもありがとうございます。
� L.小土井　洋二　10,000円
●�後楽ゴルフ倶楽部の理事長賞杯で優勝し
ました。� L.妹尾　隆弘　5,000円

●�L.大源の御母堂様のご冥福をお祈り申し
上げます。� L.山本　俊和　3,000円

●�L.�小土井、L.池田修、お誕生日、おめ
でとうございます。

� L.澁谷　典彦　3,000円
【６月21日】
●�皆さま、一年間ありがとうございました。
来期もよろしくお願いします。

� L.土田　利行　10,000円
●�一年間、土田会長、上田幹事、ご苦労様
でした。来期は宜しくお願いいたします。
� L.池田　紀久男　5,000円

●�誕生月祝いをありがとうございます。ま
た、久しぶりに例会に参りました。皆さ
んとお会いできてうれしいです。

� L.岡本　光男　10,000円
●�長期間にわたり例会を欠席しました。申
し訳ありません。

� L.横田　勉　20,000円
●�地区GMTコーディネーターとして一年
間ありがとうございました。残念ながら
新会員の入会はありませんでしたが、来
期に期待します。

� L.小野　大作　10,000円
●�前会長として一年間、お世話になりあり
がとうございました。

� L.妹尾　隆弘　3,000円
●�会長L.土田、幹事L.上田、一年間大変お
疲れ様でした!!来期も宜しくお願いしま
す。� L.長谷川　誠　5,000円

●�いつもありがとうございます。
� L.小土井　洋二　10,000円
●�今期中、役員の皆様には大変お世話にな
り、ありがとうございました。

� L.山本　俊和　3,000円
●�皆さま、お疲れ様でした。
� L.岸本　俊男　3,000円
●�何やかんやで、最終例会では皆さん、お
疲れ様でした。また、これからも宜しく
お願いします。（本日は、正副テールツ
イスター不在のため、代理を務めさせて
いただきました）

� L.池田　修　3,000円
●�岡山西LCさんからクラブに頂いた記念
品の金券を購入させていただきました。
来期もよろしくお願いいたします。

� L.平野　妣定　10,000円

例会報告
●第1465回例会幹事報告
【2022年1月5日㈬　岡山プラザホテル】
1．理事会承認事項
　①�3月16日㈬2R合同例会について
　　�例会振替（3月第二例会）にすること
　②指名委員の選出について
　　会長に一任
　③12/7忘年例会決算書について
　　�剰余金は拠出した処([食費]）に戻す
� <LCIF(計画財務）>
　④�「Go�To�East」予算書について
2.その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�336-B地区第68回年次大会　予備登

録者について
　【日　程】2022年4月17日㈰　津山市
　【代議員】�L.小野、池田（紀）、土田、上田、

大源　5名　一般登録　L.山本
（俊）、池田（修）

　②1・2・3R合同新会員研修会について
　【日　時】2022年1月29日㈯
　　　　　 研修会　13：00~15：00
　【会　場】岡山プラザホテル
　【出席者】�地区役員L.小野、クラブ出席者;

指導力育成委員長L.長谷川、
幹事L.上田

　③�MD336第68回年次大会　予備登録
について

　　登録期間：1/15~1/30
　【日　程】2022年
　【代議員】�L.小野、池田（紀）、土田、上田、

大源　5名
　
●第1466回例会幹事報告
【2022年1月18日㈫　岡山プラザホテル】
１．理事会承認事項
　①12月度収支会計報告
　②�2月以降の例会・理事会等の開催の件
　　�基本的に開催するが、岡山県の感染状

況を見ながら判断することとする
２．その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�MD336第68回年次大会　予備登録
　　登録期間：1/15~1/31
　【日　程】2022年5月22日㈰
　【会　場】�広島国際会場　広島市中区中

島町1-5（平和記念公園内）
　【代議員】�L.小野、池田（紀）、土田、上田、

大源　5名（代議員総会・記
念大会）

　◇�記念ゴルフ大会
　　2022年5月21日㈯
　　受付　7：00~　スタート　7：30
　　場所：�広島カンツリー倶楽部（八本松

コース）
　【登録者】L.加藤廸也　1名
　②�訃報の処理について（L.岡本　奥様の

訃報　弔電、生花）2021年12月29日
　　・�エヴァホール岡山に生花の発注…
　③�会費（1~3月）　正会員の食事代は通

常に戻します（6回分）� <会長>
　④�第1回指名委員会
　　1月18日㈫11：00~例会前
　　会場：岡山プラザH　9Fレストラン
　提案事項
　①�クラブアクティビティ『Go�To�East』

飲食店の事務処理確認について�訂正
　　�食事券について…小さい半券は利用者

控えとし、署名ある方を岡山東LCに
提出していただきます。基本的な方法
は政府の「Go�Toイート」と同じや
り方です。

　②�地区推奨アクティビティを二副傘下委
員会で分担して実施するのはどうか?

　　⑴�古本募金（子ども支援）　➡次回の例
会案内で本の収集の呼びかけをする

　　⑵�ヘアドネーション（小児がん支援）
　　⑶�外貨募金（子ども虐待防止オレンジ

リボン）

●第1467回例会幹事報告
【2022年2月1日㈫　書面開催】
１．理事会承認事項
　①�2/1「米寿古希喜寿還暦祝い会・厄払

い会」予算書
2.その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�今後の例会・理事会等の開催の基準に

ついて
　　�「まん防」発令で当面は書面例会とし

ます。理事会はWEB開催とし、委員
会については、委員長に一任

　②今後の日程
　　岡山西LCCN50記念式典
　　【開催日時】3月20日㈰11：00~
　　【会　　場】岡山プラザホテル
　　336-B地区第68回地区年次大会
　　【開催日時】4月17日㈰
　　【会　　場】津山文化センター
　　�MD336地区第68回地区年次大会
　　【開催日時】5月22日㈰
　　　　　　　 ゴルフ　5月21日㈯
　　【会　　場】 広島国際会議場
　　　　　　　 広島カンツリー倶楽部
　　＊�336-B地区・MD336　代議員：L.小

野、土田、池田（紀）、上田、大源
　　⑴�岡山西LCCN50登録者　L.土田、上

田、小野、長谷川、池田（紀）、大源、
池田（修）、高橋、*須藤、岸本（智）

　　⑵�336-B地区第68回年次大会　代議
員5名、L.池田修、山本俊和　7名

　　⑶�336複合地区第68回年次大会　代
議員5名、記念ゴルフ大会;L.加藤

　③�ガバナーズ・アワード…「Go�To�
East」を出します。

　④�地区誌寄稿アクティビティ…11/23
「5年生ソフトボールブロック優勝大
会」

　⑤�1/29㈯「1・2・3R合同新会員研修会」
は中止になりました。各クラブで入会
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　　�3年未満の会員を対象に研修会を実施
　⑥�長寿お祝い会　今後、名誉会員は該当

者から外します。
　⑦�「古本募金」、「外貨募金」は例会の案

内に入れて募集する。

●第1468回例会幹事報告
【2022年2月15日㈫　書面開催】
１．理事会承認事項
　①�クラブ慶弔規定　第4条　付表1「弔

意金品」の改定について
　　�生花代等の値上げに伴い、供花料を概

ね2万円程度（税別）とし、会員・配偶
者・家族、いずれの場合も同様とする

� <FWTGMTGLT（会員接待）>
　②新年家族会決算書について
　　�剰余金は「預り金」処理とする
� <LCIF（計画財務）>
２．その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�336-B地区第68回年次大会　本登録

について
　【開催日時】
　　◆大会・式典　2022年4月17日㈰
　　◆代議員会　9：00~10：00
　　◆大会式典　10：20~12：15
　【会　　場】津山文化センター
　◆前夜祭日時　2022年4月16日㈯
　　会場：津山鶴山ホテル
　【予備登録者】
　　�代議員：L.小野、土田、池田（紀）、上

田、大源、一般;L.池田（修）、山本（俊）
　②�クラブアクティビティ『Go�To�East』

（食事券配布）ご利用状況について
　　�1月末までに名誉会員・家族会員を除

く全会員の皆様に送付しています。
1/5例会でお渡している方以外はメー
ル便でお送りしています。

　提案事項
　①�「岡山神社　令和の大改修に伴う奉賛

のお願い」について
　　�➡LCIF（計画財務）委員会にて諮る

●第1469回例会幹事報告
【2022年3月1日㈫　書面開催】
１．理事会承認事項　　ございません
２．その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�各種大会・他LC周年記念式典・東同

名友好会等登録状況について
　　日程別に表にしていています。
　②�2リジョン合同例会延期について
　　�➡変更後の開催日　2022年5月11日

㈬18：30~　ホテルグランヴィア岡
山

　③��クラブ会報誌の製作費見積もりについ
て

　　�印刷会社（iプランニングKOHWA）
から諸経費値上げにより値上げ、
PRMC委員長L.井上が交渉。次年度
からは値上。

　④3月の例会について
　　＊�3月1日㈫第1469回例会は、書面開

催とします。
　　＊�3月15日㈫第1470回例会（昼）は

指名例会とし、岡山プラザホテルで
開催します。

●第1470回例会幹事報告
【2022年3月15日㈫　岡山プラザホテル】
１．理事会承認事項
　①�2/1米寿・喜寿・古稀・還暦祝い&厄

払い会　決算書について
� <LCIF（計画財務）>
　②�岡山神社「令和の大改修」奉賛金拠出

について
　　10万円の奉賛金出すこととする
� <LCIF（計画財務）>
２．その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�「まん延防止等重点措置」が解除され

たので、3月第二例会以降は通常例会
に戻します。理事会も3/23から会場
で開催します。

　②�岡山ひかりLC認証50周年記念式典
［4/23㈯国際H］

　　L.長谷川
　③�岡山西LC認証50周年記念ゴルフ大会

[5/7㈯金陵CC]追加募集について
　④�国際平和ポスターコンテスト　表彰な

らびに応募作品の返却について
　【内　容】�3月14日（月）までに清心中学

校、ノートルダム清心女子大
学附属小学校に応募作品の返
却、「参加賞」、「個人賞」（賞
状&記念品）の贈呈をする。

　　➡�附属小学校…L.小野、土田、上田、
レオ顧問　調子先生（出席）、Leo齊
藤　3/11

　　➡�清心中学校…L.長森（3/9作品返
却）、3/11　個人賞の授与　L.土田、
上田

●第1471回例会幹事報告
【2022年4月5日㈫　岡山プラザホテル】
１．理事会承認事項
　①�第1471回例会（花見例会）予算書に

ついて� <LCIF（計画財務>
２．その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�4月5月の例会等スケジュールについ

て
　　第1471回　4月�5日㈫　18：30~
　　岡山プラザホテル　花見例会
　　第1472回　4月19日㈫12：30~
　　岡山プラザホテル　必携例会
　　第1473回　5月�6日㈮　18：00
　　Wグランラセーレ　CN61記念会
　　第1474回振替　5月11日㈬18：30~
　　ホテルグランヴィア岡山　
　　2R合同例会［ホスト：あげは］
　②4月~クラブアクティビティ
　　5月1日㈰　8：30~
　　日程変更
　　北長瀬未来ふれあい総合公園（変更）
　　�岡山東LC杯少年サッカー大会（岡山市

少年サッカー連盟共催）� 国際YE
　　参加者　AM…L.土田、妹尾、池田修�
　　「こどもの未来古本募金」
　　＊�2010年以降出版された書籍・

DVD・CDアルバム、コミックセッ
ト、ゲームソフト※ISDNが付いて
いるもの

　　*趣旨：�集めた古本等を現金化してこ
どもの支援活動に寄付

� GST（PRMC）
　　5月31日㈫迄
　　＊�1月に食事券5,000円分を配布済み。�

所属会員が経営する飲食店が対象で
す。

　　　『Go�To�Eastキャンペーン』
　　　＊�趣旨：コロナ禍で頑張るメンバー

を応援しましょう!� 会長・幹事
　③�5/11㈬第21回理事会の日時変更
　　�5月12日㈭18：30~ホテルエクセル

岡山
　④�4月~6月の例会食費（正会員）は、3

回分8,250円とします。
　　�正会員以外の会員は、1~3月の例会

に出席した回数×2,750円を請求
　⑤�第4回キャビネット会議配布資料の

「ウクライナ支援」（LCIF理事の文書）
に基づき会員一人1,000円を徴収して
献金する方向で4月LCIF（計画財務）委
員会で審議します。

●第1472回例会幹事報告
【2022年4月19日㈫　岡山プラザホテル】
1.理事会承認事項
　①�CN61記念会（5月6日）予算書
　　�登録料　L/家族会員　5,000円（今期

に限り）　正会員全員登録
� <二副傘下委員会>
　②�ウクライナ支援のための拠出について
　　�会員一人当たり1,000円を「事業費」

（家族会員・支部会員含む）から拠出
� <LCIF（計画財務）>
　③�5/11（第1474回）2R合同例会　登録

料8,000円について
　　�食費振替　2,750円　不足分　5,250

円を参加者から集金する
　④�家族会員L.高橋順子（親会員L.前田）の

退会について
� <FWTGMTGLT（会員接待）>
　⑤�賛助会員L.大賀ゆみこ　L.前田との婚

姻で家族会員への種別変更について
� <FWTGMTGLT（会員接待）>
2.その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�2021-22年度国際平和ポスターコン

テスト事業決算書について
� <国際YE>
　②�継続アクティビティ　岡山東LC杯少

年サッカー大会　予算書
　【内　容】
　　�日時　�5月1日㈰AM（開会式）8：30~
　　　　　PM（表彰式）15：30~予定
　　場所　�北長瀬未来ふれあい公園（岡山

ドーム隣）
　【参加者】�午前　L.土田、妹尾、長谷川、

池田修、小野
　　　　　 �午後　L.前田、LL.前田
　　＊�レオクラブ、レオ顧問調子先生に声

掛けをする。　名簿提出　4/22
� <国際YE>
　
●第1473回例会幹事報告
【2022年5月6日㈮　Wグランラセーレ】
１．理事会承認事項
　　　ございません。
２．その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�LCIF100$献金実施について
　　�正会員・終身会員・賛助会員・不在会員・

支部会員=42名×100$=512,519円
　　�（4月 レ ー ト　1US$=122.028307

円）但し、名誉会員・家族会員は除く
　②�ウクライナ支援金　4/22㈮に地区

キャビネット事務局の口座に送金済。
　　@1,000円×51名（全員）=51,000円

●第1474回例会幹事報告
【2022年5月11日㈬
� ホテルグランヴィア岡山】
１．理事会承認事項
　　ございません。
２．その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①各種登録状況について
　②�第55回東同名友好会総会・エキスカー

ション・親善ゴルフ大会について
　【日　程】
　❖エキスカーション・総会　5月23日㈬
　　会場　ホテルグランヴィア京都
　　　　　（総会・懇親会）
　❖ゴルフ大会　5月24日㈫
　　集合　ホテルグランヴィア京都
　　会場　ジャパンエースゴルフ倶楽部
　【記念事業】�総会参加者より別途各1,000

円のドネーションを集め、
合同アクティビティを実施。

　【出席者一覧】�
　　　＊�総会・エキスカーション　L.加藤、

妹尾、小野、LB小野、下津、井上、
平野、池田（紀）、上田（総会から）、
事務局　10名

　　　＊�ゴルフ　L.加藤、妹尾、上田、井
上　　4名

　③岡山せとうちLC認証35周年記念式典
　【日　時】2022年6月5日㈰
　【会　場】岡山プラザホテル　4F
　　　　 　鶴鳴の間
　【出席者】�L.小野、土田、池田（紀）、井上、

長谷川、　5名

●第1475回例会幹事報告
【2022年6月7日㈫　岡山プラザホテル】
1.理事会承認事項
　　　ございません。
2.その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�岡山せとうちLC認証35周年記念式典

登録状況について
　【出席者】�L.小野、土田、池田（紀）、井上、

長谷川、上田　6名
　②�『こどものみらい古本募金』　5/18　

29冊をバリューブックスに発送。
　　 �レオクラブ…15冊、岡山東LC…14

冊
　提案事項
　❶�歴代会（会長&幹事会、テーマー&テー

ルツイスター会）開催について
　　➡�61期は歴代会を開催する方向

●第1476回例会幹事報告
【2022年6月21日㈫　岡山プラザホテル】
１．理事会承認事項
　①�ハノイ支部岡山L.長谷川建　退会願い

について　
　②�終身会員L.宮原　淳・家族会員L.宮原

　隆行　退会について
　　�3名ともに6月30日付の退会とするこ

とする� <FWTGMTGLT（会接）>
　③�5/11㈬2リジョン合同例会　剰余金

返金の処理について
　　�剰余金　返金　岡山東LC　11名分
　　�通年通り、「運営費」-「雑収入」とし

て処理することとする
� <LCIF（計画財務）>
　④�CN61記念会（5/6開催）決算書
　　�剰余金は「預り金」処理とする
� <LCIF（計画財務）><二副傘下委員会>
２．その他（確認事項・提案事項）
　確認事項
　①�5/1㈰岡山東LC杯少年サッカー大会

決算書について� <LCIF（計画財務）>
　②�東同名友好会50周年記念誌制作につ

いて
　【内　容】�担当;名古屋イーストライオン

ズクラブ
　　　　　�希望冊数について;10月開催の

東同名友好会常任委員会までに
決める

　提案事項
　❶歴代会開催について
　⑴�歴代会長・幹事会（合同開催）
　【日　時】6月30日㈭�18：30~20：30
　【会　場】�「道楽息子」
　【出席者】�L.長谷川、前田、大源、河内、

妹尾、井上、池田（修）、山本
（俊）、中村

　⑵�歴代ライオンテーマー&テールツイス
ター会（合同開催）

　【日　時】6月27日㈪18：30~20：30
　【会　場】コーザ・ボーレ
　【出席者】�L.小野、大源、妹尾、中村、

池田（紀）、土田、
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会員状況
●総数 48名（９月現在）《期首会員数 48名》　●正会員 23名
●名誉会員 ２名　●不在会員 １名　●終身会員 ６名　●賛助会員 ３名
●家族会員 ６名　●岡山東ライオンズクラブハノイ支部岡山 ７名
岡山東国際レオクラブ　会員総数 15名

国際会長モットー　『We�Serve�われわれは奉仕する』
ライオンズクラブ国際協会336-B地区 ガバナー　L.西尾　慎一（鳥取LC）
336-B地区アクティビティ・スローガン　『地域に寄り添い　未来に繋げる　新たな挑戦』

岡山東ライオンズクラブ　会長スローガン　『伝統の継承と未来への刷新』

発行：2022年９月20日/岡山東LC/PR委員会
　　　〒700-0822 岡山市北区表町３丁目５-12　TEL 086-803-5511
岡山東LC	 	62期会長：L.	池田 紀久男
	 	62期幹事：L.	池田 修
	 	62期GST（PRMC）委員長：L.	大源 順也

印刷：株式会社iプランニングKOHWA

　　第61期アクティビティ『Go To East食事券配布』
　第60期のころよりコロナの影響を受けはじめ、第61期の期首も感染者は増加傾向にありました。各企業何ら
かの影響があったかと思います。当時ニュースで取り上げられていたなかに飲食店への時短要請、お店に行くこ
とを自粛する空気が流れていました。行政では「Go To Eat」が発券され、飲食店を支援する動きがありました。
　当クラブで飲食店を経営するメンバーを支援できないかということで「Go To East」を発券しました。利用
された皆様いかがだったでしょうか。また、飲食店の皆様にはお手間を取らせてしまったかと思いますが、いか
がだったでしょうか。私が利用した際はスムーズに利用することができました。スタッフへの周知がしっかりさ
れているのが印象的でした。もちろん食事もおいしく頂きました。ごちそうさまでした。
 第61代会長　L.土田　利行

　去る５月23日(月)に第55回東同名友好会が京都に
て三年ぶりに開催されました。
　エキスカーションでは三井寺と比叡山延暦寺に行き
ました。延暦寺はおよそ50年ぶりの改修工事の際中
でしたが、逆に珍しい瞬間に立ち会うことが出来たと
思います。総会、懇親会は京都グランヴィアホテルで
開催されました。舞妓さん、芸妓さんとのお座敷遊び
のアトラクションがあり、大いに盛り上がりました。
　翌日のゴルフコンペは滋賀県のジャパンエースゴル

フ俱楽部で開催され、L. 上田が見事に優勝しました。
次回は我がクラブがホストを担う事になり、私が前会
長として引継ぎを受けました。今回の京都東ライオン
ズクラブの行き届いたおもてなしを経験し、これは大
変だなと実感しております。クラブ会員全員で来年に
向けて準備を進めていきましょう。今回参加されたメ
ンバーの皆さんお疲れ様でした。
 東同名友好会常任委員　L.妹尾　隆弘

　第55回東同名友好会総会・エキスカーション・親善ゴルフ大会
【開催日程；2022年５月23日㈪・24日㈫　於：京都市　ホスト：京都東LC】




