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３３６－B地区４R・２Z

玉島ライオンズクラブ第50期役員

5 0 期 を 顧 み て

第50代会長　菊　池　　　東

平成17年6月10日　備後屋において50周年の大役を担うクラブ役員が顔をそろえ、恒例の次期役員・委員長

懇親会が行われました。

幹事千田隆訓氏　会計兼信英雄氏　テーマー山本日出子氏　テールツイスター安原晴彦氏

といった頼りになる5役と、50周年実行委員長　大江英昭氏をはじめとする強力なスタッフによる50周年にむ

けての船出でした。

クラブテーマを「温故知新・感動の奉仕」と定め、運営方針と事業方針を発表したものの、50年の重みをひ

しひしと感じ、果たして期待にこたえる事業が出来るだろうかとの思いが先行していました。しかしながらも

ともと楽天的な性格に加え、玉島ライオンズクラブの偉大な底力を信じ、50周年の実行委員会組織図が出来た

ころには半分済んだ様な気分になっていました。

計画した４つの大きな事業の中で一番頭を悩ましたのがモニュメントでした。10周年・20周年と素晴らしい

過去の実績と比較してしまい、又少ない予算での企画からいいものは出来ないと一時諦めかけましたが、委員

長兼信さんの情熱でカリヨンの件が急浮上、トントン拍子で話が決まり、駅前に50周年事業に恥じないモニュ

メントが完成しました。

記念コンサートは大変な労力を要する事業でしたが、浅原良機さんと山本日出子さんの頑張りで３００人の

出演者・観客と共に感動の催しが出来たように思います。

記念式典は小野厚さんを中心にメンバー一丸となっての歴史に残る素晴らしい式典が、千田隆訓名司会のも

とで挙行出来ました。

期をまたがって完成したビデオ「玉島の歴史」と玉島ライオンズクラブの歴史を綴った50年史は根気のいる

作業でしたが大島隆さんのもとでベテランライオンが本領発揮し、次代にむけての良い資料として残すことが

出来ました。

顧みればやりたい事を思う存分にやらしてもらった1年でしたが、千田幹事をはじめメンバーの絶大な協力

をいただいて大役を無事終えることが出来ました事にただただ感謝申し上げ、肩の荷がやっと下りたなと思っ

ています。

1年間本当に有難うございました。

地区ガバナー　 Ｌ.合田　五一（児島鷲羽LC）

４Ｒリジョン・チェアマン　 Ｌ.田辺　田市（倉敷西LC）

４Ｒ-２Ｚゾーン・チェアマン　 Ｌ.中川　弘治（倉敷水島LC）

４Ｒ-２Ｚライオンズクラブ 玉島LC 倉敷水島LC 倉敷南LC 倉敷西LC

本年度スローガンとテーマ

国際会長テーマ

「飛躍への情熱」

336－B地区アクティビティスローガン

「ともに築こう輝く未来」

地区ガバナーキーワード

「挑戦　行動　前進　感動　広報」

玉島LCクラブテーマ

「温故知新・感動の奉仕」

本年度玉島LC運営方針

１．出来るだけ多くのメンバーが話をする事ができる楽しい例会の実現や、魅力溢れる例会を企画する。

２．出席率の低迷からの脱却を計り、出席率の向上に努め100％例会をいつか実現したい。

３．委員会活動を活発にし、全員がそれぞれの立場で責任を持って活躍できる場をつくる。

４．50周年の節目を迎え、終身・優待会員の協力を得てOB会員・あけぼの会との交流も計りたい。

５．他クラブとの友好関係を大切にしたい。

６．会員増強委員会を構成し、会員増強に努める。

本年度玉島LC事業方針

１．50周年を記念し特別事業として、地域に喜ばれる感動できる奉仕を行う。

２．国際会長・地区ガバナー方針に沿った事業を目指す。

３．継続事業は原則的に受け継いでいき、メンバーの積極的な参加を促す。

４．玉島ライオンズクラブの存在価値を高め、広くPRできる事業を行う。
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第50期役員構成（2005.7～2006.6）

第50期委員会構成（2005.7～2006.6）

会　　　　　　　長 菊　池　　　東
前　　　会　　　長 徳　永　健　治
第　一　副　会　長 平　野　正　勝
第　二　副　会　長 原　田　脩　郎
幹　　　　　　　事 千　田　隆　訓
会　　　　　　　計 兼　信　英　雄
ライオン・テーマー 山　本　日出子
テール・ツイスター 安　原　晴　彦
会　 員　 理　 事 小　野　　　厚
一　 年　 理　 事 大　島　　　隆

〃　　　 金　辺　卓　資

一　 年　 理　 事 瀬　尾　俊　治
〃　　　 森　本　春　実

二　 年　 理　 事 浅　原　良　機
〃　　　 仁　科　秀　雄
〃　　　 原　田　チエ子
〃　　　 丸　川　秀　雄

地区役員　マール・未来ビジョン検討委員
浅　原　英　夫

50周年記念大会実行委員長
大　江　英　昭

◎委員長　　◯副委員長

《運営委員会》　第一副会長　　平　野　正　勝

会員　会則
◎小　野　　　厚　　　◯浅　原　英　夫　　　兼　信　英　雄

女性会員増強

出　　　　席 ◎大　島　　　隆　　　◯仁　科　　　晃　　　河　合　知　則　　　小　泉　勝　生
情報 会報 IT 中　藤　　　収

接待　大会
◎浅　原　良　機　　　◯虫　明　徳　二　　　大　江　英　昭　　　立　花　信　夫

指導力育成
徳　永　健　治　　　　中　塚　正　人

（未来ビジョン）

財　　　　務 ◎森　本　春　実　　　◯金　辺　健　一

◎丸　川　秀　雄　　　◯中　藤　邦　彦　　　石　井　寛　範　　　大　熊　龍　彦
計　　　　画 田　鎖　和　男　　　　当　真　純　二　　　福　島　永　二（交替　大西寿雄）

富士野　　　誠

《事業委員会》　第二副会長　　原　田　脩　郎

青少年指導
教育　市民 ◎瀬　尾　俊　治　　　◯馬　場　幸　雄（交替　岸本勝美） 赤　澤　幹　温
視力　盲人 池　田　金治郎　　　　木　村　育　雄　　　廣　本　　　直　　　安　原　晴　彦
アイヘルス

社会　福祉
◎金　辺　卓　資　　　◯中　野　開　一　　　安　藤　　　實　　　白　神　恒　昭

保健レクレーション
高　橋　　　努　　　　仁　科　秀　雄　　　山　本　日出子

（公衆安全）

環境　保全 ◎原　田　チエ子　　　◯太　田　信　子　　　赤　沢　義　則　　　鎌　田　正三郎
YE・レオ・LCIF 葛　間　紘　介　　　　田　中　修　治

監　　　　査 ◎原　田　耕　治　　　◯器楽堂　　　晃

終 身 会 員
大　野　千　春　　　　亀　高　　　猛　　　中　塚　銀　太　　　中　塚　洸太郎
野　田　敏　夫　　　　平　井　史　郎　　　山　本　雅　一

優 待 会 員 佐　藤　　　薫　　　　亀　山　公　蔵　　　室　田　定　利

会　　　　長 菊　池　　　東

幹　　　　事 千　田　隆　訓

会　　　　計 兼　信　英　雄

50周年実行委員会組織
50周年実行委員長
大江　英昭

実行委員会副委員長
平野　正勝

記念事業
コンサート関係

委 員 長　浅原　良機
副委員長　山本日出子

記念事業
ビデオ・記念誌製作
委 員 長　大島　　隆
副委員長　虫明　徳二

記念事業
植樹・モニュメント・その他
委 員 長　兼信　英雄
副委員長　安原　晴彦

記念式典
式典・お土産・その他
委 員 長　小野　　厚
副委員長　丸川　秀雄

安藤　　實
太田　信子
金辺　卓資
白神　恒昭
立花　信夫
当真　純二
徳永　健治
高橋　　努
中野　開一
仁科　秀雄
原田チエ子

赤沢　義則
金辺　健一
鎌田正三郎
河合　知則
葛間　紘介
小泉　勝生
田中　修治
中藤　　収
仁科　　晃
原田　脩郎

赤澤　幹温
池田金治郎
木村　育雄
器楽堂　晃
廣本　　直
瀬尾　俊治
中塚　正人
馬場　幸雄
森本　春実

浅原　英夫
石井　寛範
大熊　龍彦
田鎖　和男
中藤　邦彦
原田　耕治
福島　永二
富士野　誠
金辺　卓資
兼信　英雄
山本日出子
安原　晴彦

50周年事業決算書

会　　長　　菊池　　東
幹　　事　　千田　隆訓

支出の部 科　　目 収入の部

周年登録料（各クラブ） 2,436,000

周年登録料（玉島クラブ） 696,000

式典祝い金 592,000

事業費より繰入 989,005

周年準備金 5,000,000

受取利息 27

2,827,243） 記念事業コンサート関係 2,857,800

1,260,000） 50周年記念誌制作

170,000） 50年のあゆみ

2,812,555） 記念事業　モニュメントカリオン

105,000） 記念事業　植樹作陽音大

4,874,534） 記念式典　費用総計

（3,493,879） （内訳）記念式典・祝宴費用

（420,000） 当日記念誌

（130,000） 記念品料（岡山LC・倉敷西LC）

（830,655） 記念品

409,500） LCIF拠出金　3500ドル

100,000） 保護司会寄附金

12,000） 登録料返金

12,570,832） 合　計 12,570,832
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理事会・例会等一覧

―2005―

6.15（水） 準備理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

次期クラブテーマ、スローガン、運営、事業並びに予算について

の事前会議

7. 6（水） 第1回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

50期運営事業方針及び予算承認

7.13（水） 第1185回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

（初例会） 第49期決算承認、第50期運営、事業方針予算案及び7月第2例会

（納涼例会）日時場所変更等承認をいただいて無事初例会を終え

ました

7.29（金） 第1186回例会 18：30～21：00 倉敷

シーサイドホテル（納涼例会）

ZCP中川弘治をお迎え

しての納涼例会

入会式　土井聡氏に賛

わり、福島永二氏のご

入会でした

暁天座禅について

8. 3（水） 第2回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

納涼例会決算について、メタリオン作成について

趣味の部会の件

8.10（水） 第1187回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

2003～2005年間会員増強プログラム表彰

大島隆、小野厚、器楽堂晃、金辺卓資、立花信夫、大江英昭、

菊池東、徳永健治、丸川

秀雄、倉敷南LC、三宅

会長、小野幹事

例会訪問30周年PR、納

涼例会決算等

メタリオン作成も承認

いただき周年の記念に

なりました

玉島地区子供会球技大

会について

8.24（水） 第1188回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

スポーツフェスティバル実行委員会

メンバースピーチ「環境税」兼信英雄

次回4R－2Z合同例会会場水島国際ホテルのバス乗り合わせの件

－5－

50周年記念事業

1. 新倉敷駅前カリヨン設置　12月14日（水）倉敷市へ寄贈　　　　2. 作陽大学しだれ桜植樹　2月8日（水）

3. 玉島LC50周年記念合唱団オラトリオ「森の歌」 1月15日（日）
玉島文化センター　300人の大合唱団

4. LCIF、CSFⅡへ3,500ドル献金　　　　　　　　　　　5. 倉敷地区保護司会玉島分区会　金一封贈呈

6. ビデオ「玉島の歴史」制作
7. 「玉島ライオンズクラブ半世紀の歩み」編纂
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理事会・例会等一覧
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理事会・例会等一覧

11. 9（水） 第1193回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

入会式　富士野誠氏　スポンサー　会員会則委員長 小野厚

ガバナー諮問委員会11/17セントイン倉敷

50周年コンサート広告募集について

菜の花の植え付けについて

11.19（土） 第1194回例会 11：30～12：00 玉島の森体育館2F会議室

（スポーツ例会） 井原LC50周年記念式典

11/27アクティブライフ井原

玉島学園バザー11/27

玉島の森スポーツフェステ

ィバル（野球大会）に参加

延人数900名を数えました

12. 7（水） 第6回理事会 12：30～13：45 玉島信用

金庫西支店

野球大会、ソフトテニス、柔道大会、決算承認について

倉敷西LC合同例会日時場所予算承認について

あけぼの会助成金について

歴代会長会12/20

財務監査委員会12/27

12.14（水） 第1195回例会 12：00～13：00 玉島信用金庫長尾支店

年末家族例会日時場所変更について

歴代会長会12/20

上半期決算財務監査委員会12/27

スポンサーシップ表彰、立花信夫、徳永健治、菊池東、丸川秀雄

50周年記念事業カリヨン新倉敷駅前設置除幕式　訪れる人々に大

好評！

12.24（土） 第1196回例会 18：30～21：00 ホテル日航倉敷

（年末家族例会） 1月第1例会（コンサート例会）日時場所変更について

料理に舌つづみを打ちながら来年も良い年でありますように…終

身　大野千春、亀高猛、中塚銀太夫妻、OB村上晶、永宗幸哉も

ご出席下さいました

9. 7（水） 第3回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

月見例会予算案及び日時変更について

50周年コンサート・モニュメント予算及び事業案、菜の花プロジ

ェクトについて

9.13（火） 第1189回例会 12：15～13：30 水島国際ホテル

4R－2Z合同例会

336－B地区ガバナー合田五一公式訪問

9.28（水） 緊急理事会 18：15～月見例会前　菊池酒造（株）

高橋努氏の退会が承認されました

9.28（水） 第1190回例会 18：30～20：30 菊池酒造（株）

336－B地区災害緊急援助チームメンバー任命式　葛間紘介

退会会員について　50周年式典全員登録及び良寛杯中学校野球大

会打ち合わせについて、4R－2Zガバナー諮問委員会等

10. 5（水） 第4回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

なかよし交流会予算案並びに玉島学園協賛金及び良寛まつり協賛

スポーツフェスティバル参加費支払

作陽大学広告協賛について等全て承認いただきました

10.12（水） 緊急理事会 12：15～（例会前） 玉島信用金庫西支店

年末家族例会日時場所変更の件

4LCゴルフ協力金出金の件

10.12（水） 第1191回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

年末家族例会日時場所変更について

倉敷南LC30周年記念式典

第1回年次大会ホストクラブ打ち合わせ10/12倉敷シーサイドホテル

新会員研修会10/22岡山ロイヤルホテル

LRLゴルフ大会10/16霞橋G.C

10.26（水） 第1192回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

ゲストスピーチ「菜の花プロジェクト」について　備中県民局

金子剛氏

2003～2005度会長会員維持キャンペーン表彰　器楽堂晃、徳永健治

2004～2005度メルビンジョーンズフェローシェブロン授与

ガイディングライオン研修会11/4

玉島浅口地区バレーボール大会11/5

11. 2（水） 第5回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

第2例会日時場所変更について

野球大会、ソフトテニス、バレーボール大会予算承認について

（スポーツフェスティバル）

50周年記念大会経過報告について

柔道大会について11/20
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理事会・例会等一覧

（4／8藤花楽堂）

3. 8（水） 第1201回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

倉敷西LC会長　畑野健三様　幹事　畑直彦様

例会訪問

入会式　岸本勝美氏　スポンサー　菊池　東

玉野LC50周年式典3／5 金光LC例会訪問3／14 玉島JC50周年

式典3／12 玉野渋川40周年記念式典3／12

3.22（水） 第1202回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

（選挙会） メルビン・ジョーンズ・フェローラペルピン楯贈呈式

菊池　東

クラブガイディングライオン認定証伝達式

小野　厚

次期役員候補者について（選挙会）

4R－2Zソフトボールキャプテン会議3／24

4. 5（水） 第10回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

菜の花フェスティバルについて

4R－2Zソフトボール大会協力金及び第52回地区年次大会、出発

時間、集合場所、バス料金の件

4. 8（土） 第1203回例会 13：00～13：30 藤花楽堂

玉島LC認証50周年記念式典リハーサル及び運営準備

ソフトボール部会決団式4／16

地区年次大会ホストに付前日準備及び当日受付係（4／15、4／16

延人数20名）

4.23（日） 緊急指名会 8：50～9：00（例会前）次期役員欠員補充1名

緊急理事会

4.23（日） 第1204回例会 9：00～9：30 溜川公園予定地

菜の花フェスティバル

50周年記念誌委員会について

5月理事会日にち変更5／8（月）

第4期分会費引落し（4／26）の件

正会員 会費31,400＋式典登録料 12,000

終身、優待 50周年式典登録料 12,000

5. 8（月） 第11回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

サヨナラ例会日時場所変更、並びに複合年次大会旅費の件

退会会員、交替会員について

5.10（水） 第1205回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

（入会式） 大西寿雄氏入会　人事移動の為3年ぶりに再入会　おめでとう

今期より発足した緊急援助チーム代表葛間　ベスト授与

5.24（水） 第1206回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

－9－

理事会・例会等一覧

―2006―

1. 5（木） 第7回理事会 18：30～20：00 備後屋

（新春理事会） 上半期決算報告について

CSFⅡについて

336－B地区年次大会全員登録お願い

1.15（日） 第1197回例会 12：00～13：00 玉島文化センター展示室

（コンサート例会） 336－複合地区第52回大会予備登録について

50周年記念式典会場を聖徳殿から藤花楽堂に変更の件

コンサートは盛況で大成功でした。

1.27（金） 第1198回例会 18：30～20：30 セントイン倉敷

（倉敷西LC合同例会） ガバナーズアワード選考委員会開催2/1

2. 1（水） 第8回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

指名委員の任命について

1200回例会日時場所変更について

2. 8（水） 緊急理事会 12：20～（例会前）

交替会員の件　中国電力（株）馬場幸雄氏から岸本勝美氏に

2. 8（水） 1199回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

指名委員任命、交替会員の件

ZC杯マージャン大会3／21

ガイディングライオン研修会2／3

倉敷西ＬＣ例会訪問菊池、千田、大江

ライオンズ手帳編集会議2／16

第３回ガバナー訪問委員会2／16

例会後、作陽大学にて50周年記念事業としてしだれ桜を植樹

2.22（水） 第1200回例会 18：30～21：00 備後屋

チャータメンバー

吉田昌彦氏御出席

メンバースピーチ

虫明徳二

皆出席表彰　浅原良機

大江英昭　小野　厚

金辺卓資　兼信英雄

原田耕治　原田脩郎

虫明徳二　山本日出子

50周年実行委員会2／23

3. 1（水） 第9回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

次期役員候補者指名について

2006～2007度地区委員指名推薦について

4月第1例会日時場所変更について
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アクティビティ・リポート

第49回暁天座禅
7月20日（水）～26日（火）

上記日程にて午前6時より、円通寺白雲閣にて実施。

延べ600名の児童・生徒が参加。

第39回玉島地区子ども会球技大会　
8月21日（日）

午前7時45分～　玉島の森野球場

参加チーム数／ソフト16チーム、フット16チーム

ソフトボール：

優勝／南浦連合、準優勝／柏島ダイヤモンズ

フットベースボール：

優勝／クリーン三葉、準優勝／SSC

玉島ライオンズクラブ50周年記念合唱団結団式
9月25日

一般公募による認証50周年記念コンサート「森の歌」

合唱団209名の結団式をくらしき作陽大学の125教

室をお借りして挙行。結団式終了後、倉敷管弦楽団

との初の合同練習を夕方まで行った。なお以後、1

月の本番に向け11回の個別練習を実施している。

玉島地区小・中学校なかよし交流会
10月21日（金）

船穂町農園芋掘り・愛宕山公園

当日参加者　生徒59名、教師37名計96名、クラブ

メンバー12名

児童養護施設岡山県立玉島学園への協賛金贈呈式
10月21日（金）

玉島学園会議室　

協賛金15万円

第5回全国障害者スポーツ大会記念4R-2Z
一斉街頭募金活動
10月30日（日）

活動結果　合計　　　　　　　1,670,394円　

内訳／山陽新聞社会事業団　1,265,043円

同倉敷支社　　　　　0,119,360円

新日本海新聞社　　　0,285,991円

－11－

理事会・例会等一覧

ZC杯ソフトボール大会玉島ライオンズクラブ第4位！　来期こそ

順位を上げようとの報告

「敗軍の将、兵を語らず」－小野　厚

故きを温ねながらライオンズローア－原田耕治

6. 7（水） 第12回理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

次期地区役員交通費支給の件

不在会員及び退会会員について

6. 14（水） 第1207回例会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

在籍44年特別表彰　山本雅一

CSFⅡ表彰ピン贈呈　菊池　東

サヨナラ例会予算承認について

不在会員・退会会員について

6. 23（金） 第1208回例会 18：30～21：00 子　元

（サヨナラ例会） 花束贈呈50期会長　菊池　東

100%出席賞　小野　厚他29名

五役引継ぎ式

50期五役挨拶

（ご支援ご協力ありがとうございました 51期の成功を祈念いた

します）

51期五役予定者挨拶

（51期の皆様のご協力をお願いいたします）

司会石井寛範の進行に

て懇親会開催、50周年

式典ビデオを鑑賞しな

がら1年間を振り返り

思い出に浸る

6. 27（火） 財務・監査 13：30～14：30 クラ

ブ事務局

森本春実、原田耕治、

器楽堂晃

6. 29（木） 決算理事会 12：30～13：45 玉島信用金庫西支店

サヨナラ例会決算について

50周年事業決算報告について

50期決算について

会計監査についてはいずれも正確であるとの報告を監査委員長

原田耕治よりいただきました。

以上理事会・例会一覧記録全て終わりました。

51期五役の皆様の活躍をお祈りします

2005年9月27日（火）山陽新聞朝刊掲載
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アクティビティ・リポート
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アクティビティ・リポート

第43回玉島柔道大会
11月20日（日）

玉島武道館

チューリップ広場看板修理
12月上旬

50周年記念事業　モニュメント除幕式　
12月14日（水）

新倉敷駅前　

参加者　来賓／倉敷市、玉島商工会議所、玉島青年

会議所、新倉敷駅、新倉敷駅前町内会

ナカシマプロペラ㈱、ナカシマエンジニアリング㈱、

浅口タクシー、いづみタクシー、玉島テレビ放送㈱

50周年記念事業　｢森の歌」コンサート
1月15日（日）

倉敷市玉島文化センター

50周年記念事業　しだれ桜植樹式
2月8日（水）

くらしき作陽大学藤花楽堂前

参加者　来賓／くらしき作陽大学

菜の花フェスティバル
4月23日（日）

溜川湖水公園予定地　午前10時～12時

後援／倉敷市教育委員会、倉敷市農林水産課、岡山

県備中県民局

協力／岡山県立水島工業高校、同興陽高校、JA岡山

西、玉島商工会議所、倉敷市緑地公園課、く

らしき作陽大学・食物学科

第16回溜川清掃
5月21日（日）

溜川湖水公園予定地

第25回玉島の森スポーツフェスティバル
第7回玉浅中学校バレーボール大会
11月5日（土）

クラブメンバー20名

男子／玉島西中学校体育館　4チーム

優勝／金光学園中学校　準優勝／寄島中学校

女子／玉島北中学校体育館　7チーム

優勝／寄島中学校　準優勝／玉島北中学校

第15回溜川清掃・菜の花植え付け　
11月6日（日）

溜川湖水公園予定地において恒例の溜川清掃を行っ

た。

清掃終了後、4月の菜の花フェスティバルに向け、

菜の花の植え付けを実施。

事業所、各種団体などの協力をいただいた。クラブ

メンバー13名

チューリップ植え付け　
11月9日（水）

円通寺公園

第25回玉島の森スポーツフェスティバル
第6回玉浅良寛杯中学校野球大会　
11月19日（土）、20（日）

玉島の森野球場・中電グランド

参加校10校

優勝／金光学園中学校、準優勝／玉島東中学校

第24回玉島・船穂地区中学校ソフトテニス大会
11月19日（土）

玉島の森テニスコート

参加校・チーム　

男子　玉島東、玉島西、玉島北、黒崎　42組84名

優勝／玉島西中学校（飛騨・服部） 準優勝／同

（坂本・国冨）

女子　玉島東、玉島西、玉島北、黒崎、船穂　48組

96名

優勝／船穂中学校（水野・水川） 準優勝／同

（佐々木・小野）
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H17．10．17 社会福祉委員会 玉島商工会議所

H17．10．18 50周年実行委員会 玉島商工会議所

H17．10．26 環境保全委員会 京ひろ

H17．11．07 50周年ビデオ・記念誌製作委員会 玉島商工会議所

H17．11．11 青少年指導委員会 玉島商工会議所

H17．11．25 計画委員会 玉広

H17．12．08 50周年記念コンサート実行委員会 玉島商工会議所

H17．12．10 計画委員会 赤澤屋

H17．12．21 環境保全委員会 ミカド電機

H17．12．22 50周年ビデオ・記念誌製作委員会 玉島商工会議所

H17．12．27 財務・監査委員会 玉島商工会議所

H18．01．11 50周年実行委員会 玉島商工会議所

H18．01．19 出席　情報　会報委員会 玉島商工会議所

H18．01．21 計画委員会 赤澤屋

H18．01．25 50周年式典委員会 くらしき作陽大学

H18．02．07 50周年ビデオ・記念誌製作委員会 玉島商工会議所

H18．02．14 指名委員会 玉広

H18．02．15 50周年ビデオ・記念誌製作委員会 玉島商工会議所

H18．02．23 50周年実行委員会 エヴァホール

H18．02．26 環境保全委員会 ミカド電機

H18．03．14 50周年式典委員会 玉島商工会議所

H18．03．21 環境保全委員会 広珍

H18．03．24 50周年ビデオ・記念誌製作委員会 玉島商工会議所

H18．03．31 50周年式典委員会 玉島商工会議所

H18．04．07 50周年式典委員会 玉島商工会議所

H18．04．19 50周年ビデオ・記念誌製作委員会 玉島商工会議所

H18．05．02 50周年実行委員会 玉島商工会議所

H18．05．02 50年史製作委員会 玉島商工会議所

H18．05．08 「玉島の50年」ビデオ制作委員会 玉島商工会議所

H18．05．09 計画委員会 赤澤屋

H18．05．17 「玉島の50年」ビデオ制作委員会 玉島商工会議所

H18．05．24 会員会則接待大会委員会 玉島信用金庫西支店

H18．05．24 「玉島の50年」ビデオ制作委員会 玉島信用金庫西支店

H18．05．31 「玉島の50年」ビデオ制作委員会 新倉敷グリーンホテル

H18．06．01 緊急援助チーム担当者次期引継会（倉西LC合同） 玉広

H18．06．13 「玉島の50年」ビデオ制作委員会 玉島商工会議所

H18．06．19 青少年指導委員会 玉広

H18．06．27 財務・監査委員会 玉島商工会議所

入　会　会　員

例　　会 年　月　日 氏　　　名 スポンサー

第１１８６回 H17．07．29 福　島　永　二 菊　池　　　東

第１１９３回 H17．11．09 富士野　　　誠 小　野　　　厚

第１２０１回 H18．03．08 岸　本　勝　美 菊　池　　　東

第１２０５回 H18．05．10 大　西　寿　雄 小　野　　　厚

退　会　会　員

例　会 年　月　日 氏　　名 例　会 年　月　日 氏　　名

第1190回 H17．09．28 高橋　　努 第1205回 H18．5．10 中塚洸太郎

第1191回 H17．10．12 金辺　健一 第1208回 H18．6．23 兼信　英雄

第1199回 H18．02．08 馬場　幸雄 第1208回 H18．6．23 野田　敏夫

第1205回 H18．5．10 福島　永二 第1208回 H18．6．23 大野　千春

例　会　訪　問

例会 月日 クラブ名 役職 氏　　名 役職 氏　　名 役職 氏　　名

第0629回 H18.02.09 倉敷西LC 会長 菊池　　東 幹事 千田　隆訓 大会委員長 大江　英昭

第1100回 H18.03.14 金 光 LC
会長 菊池　　東 幹事 千田　隆訓 会計 兼信　英雄

テーマ 山本日出子 安原　晴彦

第1187回 H17.08.10 倉敷南LC 会長 三宅　偉夫 幹事 小野　健造 浅桐　英男

第1201回 H18.03.08 倉敷西LC 会長 畑野　健三 幹事 畑　　直彦

委　員　会　一　覧　表

H17．07．06 50周年モニュメント事業委員会 京ひろ

H17．07．21 50周年ビデオ・記念誌製作委員会 玉島商工会議所

H17．07．26 会員増強特別委員会 玉広

H17．08．03 社会福祉委員会 玉島商工会議所

H17．08．04 青少年指導委員会 玉広

H17．08．10 50周年記念コンサート実行委員会 玉島信用金庫西支店

H17．08．10 50周年モニュメント事業委員会 京ひろ

H17．08．10 計画委員会 京ひろ

H17．09．01 50周年ビデオ・記念誌製作委員会 玉島商工会議所

H17．09．02 50周年実行委員会 玉島商工会議所

H17．09．16 環境保全委員会 ミカド電機

H17．09．20 会員会則委員会 玉島商工会議所

H17．10．06 50周年記念式典委員会 子元

H17．10．06 計画委員会 子元

H17．10．15 50周年記念式典委員会 赤澤屋

H17．10．15 計画委員会 赤澤屋

テール
ツイスタｰ

式典実行
委 員 長
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4R－2Zガバナー公式訪問

－2005－
第1189回合同例会　09.13（火） 12：15～13：30 水島国際ホテル

336B－B地区ガバナー　L.合田　五一

アワードの記録

ガバナーズ・アワード
＜前期＞
ガバナーズ大賞　　地域奉仕部門
1300人を招いてのクラシック・コンサート開催
（認証50周年記念事業）
＜後期＞
ガバナーズ大賞　　環境保全・保健福祉部門
菜の花フェスティバル
優秀賞　　LCIF（CSFⅡ）（ひとり当り＄135以上）

4R－2Z行事

－2005－
11.12（土） ZC杯ゴルフ大会　吉備CC ホスト　倉敷水島LC

－2006－
02.01（水） アワード選考会 玉島LC
02.16（木） L手帳編集会議 倉敷水島LC
03.21（火） ZC杯麻雀大会 倉敷南LC
05.21（日） 2Z親善ソフトボール大会 倉敷西LC

地区・リジョン・ゾーン会合一覧

－2005－
07.30（土） 青少年育成・LCIF・平和PC・レオ研修会

L.瀬尾　俊治　　L.原田　脩郎
08.09（火） 第1回4Rゾーン・レベル会員委員会

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓　　L.小野　　厚
09.17（土） 環境保健・アイヘルス研修会

L.菊池　　東　　L.瀬尾　俊治
09.24（土） 336－Ｂ地区 女性会員増強のつどい

L.小野　　厚　　L.山本日出子　　妹尾　初美
09.29（木） クラブガイディングライオン研修会

L.小野　　厚
10.12（水） 第1回地区年次大会ホストクラブ打合せ会

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓　　L.浅原　英夫
10.22（土） 4R－2Z会長会議

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓
10.22（土） 新会員研修会

L.葛間　紘介　　L.中藤　　収　　L.中藤　邦彦
11.04（金） クラブガイディングライオン研修会

L.小野　　厚
12.17（土） 第2回地区年次大会ホストクラブ打合せ会

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓

－2006－
02.03（金） クラブガイディングライオン研修会

L.小野　　厚
02.24（金） 第3回地区年次大会ホストクラブ打合せ会

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓
03.28（火） 第52回地区年次大会第1回合同担当部会

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓
04.03（月） 第4回地区年次大会ホストクラブ打合せ会

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓
05.20（土） 次期クラブ5役研修会

L.平野　正勝　　L.中野　開一　　L.山本日出子
L.木村　育雄　　L.赤沢　義則

06.10（土） 次期運営・アクティビティ研修会
L.平野　正勝　　L.虫明　徳二

ガバナー諮問委員会

－2005－
第1回　09.27（火） 11：50～15：00 水島国際ホテル　　ホスト　倉敷南LC

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓　　L.兼信　英雄　　三宗真由美
第2回　11.17（木） 16：00～18：00 セントイン倉敷　　ホスト　倉敷西LC

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓　　L.兼信　英雄　　三宗真由美

－2006－
第3回 02.16（木） 16：00～18：00 セントイン倉敷　　ホスト　玉島LC

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓　　L.兼信　英雄　　三宗真由美
第4回 05.18（木） 00：00～00：00 水島国際ホテル　　ホスト　倉敷水島LC

L.菊池　　東　　L.千田　隆訓　　三宗真由美
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例会出席率

第50期　例会100%出席者

－2005－
10.26（水）第1192回例会　　「溜川菜の花プロジェクトについて」

岡山県備中県民局　総括副参事　　金子　　剛　様

ゲストスピーチ

－2005－
08.24（水）第1188回例会　　「環境税について」 兼信　英雄
－2006－
02.22（水）第1200回例会　　「玉島クラブの生い立ちと３市合併後のエピソード」 虫明　徳二

メンバースピーチ

新　　会　　員

例　会
１１８５
１１８６
１１８７
１１８８
１１８９
１１９０　

出席率
９２％
８４％
８０％
８４％
７６％
８６％

例　会
１１９１
１１９２
１１９３
１１９４
１１９５
１１９６　

出席率
９１％
８９％
７９％
８５％
８８％
９０％

例　会
１１９７
１１９８
１１９９
１２００
１２０１
１２０２　

出席率
９４％
８３％
８３％
１００％
８３％
７９％

例　会
１２０３
１２０４
１２０５
１２０６
１２０７
１２０８　

出席率
９６％
８８％
８３％
９２％
８３％
９０％

赤澤　幹温　　　浅原　英夫　　　浅原　良機　　　安藤　　實　　　大江　英昭　　　大熊　龍彦
大島　　隆　　　小野　　厚　　　金辺　卓資　　　菊池　　東　　　木村　育雄　　　器楽堂　晃
葛間　紘介　　　小泉　勝生　　　瀬尾　俊治　　　千田　隆訓　　　徳永　健治　　　中塚　正人
中藤　　収　　　中野　開一　　　仁科　秀雄　　　原田　耕治　　　原田　脩郎　　　平野　正勝
虫明　徳二　　　丸川　秀雄　　　森本　春実　　　安原　晴彦　　　山本日出子　　　岸本　勝美

（計30名）

大西　寿雄岸本　勝美福島　永二 富士野　誠

336-B地区 第52回年次大会 2006年4月16日（日）倉敷市民会館

地区年次大会登録者（47名）

L.赤澤　幹温
L.赤沢　義則
L.浅原　英夫
L.浅原　良機
L.池田金治郎
L.石井　寛範
L.大江　英昭
L.大熊　龍彦
L.大島　　隆
L.太田　信子

L.小野　　厚
L.金辺　卓資
L.兼信　英雄
L.鎌田正三郎
L.河合　知則
L.菊池　　東
L.岸本　勝美
L.木村　育雄
L.器楽堂　晃
L.葛間　紘介

L.小泉　勝生
L.廣本　　直
L.白神　恒昭
L.瀬尾　俊治
L.千田　隆訓
L.田鎖　和男
L.立花　信夫
L.田中　修治
L.当真　純二
L.徳永　健治

L.中塚　正人
L.中藤　　収
L.中藤　邦彦
L.中野　開一
L.仁科　　晃
L.仁科　秀雄
L.原田　耕治
L.原田　脩郎
L.原田チエ子
L.平野　正勝

L.福島　永二
L.富士野　誠
L.丸川　秀雄
L.虫明　徳二
L.森本　春実
L.安原　晴彦
L.山本日出子

チャーターナイト例会（1,200回）出席者

L.赤澤　幹温（Ｍ）
L.赤沢　義則（Ｍ）
L.浅原　英夫（Ｍ）
L.浅原　良機（Ｍ）
L.安藤　　實（Ｍ）
L.池田金治郎（Ｍ）
L.石井　寛範（Ｍ）
L.大江　英昭（Ｍ）
L.大熊　龍彦（Ｍ）
L.大島　　隆（Ｍ）
L.太田　信子（Ｍ）
L.小野　　厚（Ｍ）

L.金辺　卓資（Ｍ）
L.兼信　英雄（Ｍ）
L.鎌田正三郎（Ｍ）
L.河合　知則（Ｍ）
L.菊池　　東（Ｍ）
L.岸本　勝美（Ｍ）
L.木村　育雄（Ｍ）
L.器楽堂　晃（Ｍ）
L.葛間　紘介（Ｍ）
L.小泉　勝生（Ｍ）
L.廣本　　直（Ｍ）
L.白神　恒昭（Ｍ）

L.瀬尾　俊治（Ｍ）
L.千田　隆訓（Ｍ）
L.田鎖　和男（Ｍ）
L.立花　信夫（Ｍ）
L.田中　修治（Ｍ）
L.当真　純二（Ｍ）
L.徳永　健治（Ｍ）
L.中塚　正人（Ｍ）
L.中藤　　収（Ｍ）
L.中藤　邦彦（Ｍ）
L.中野　開一（Ｍ）
L.仁科　　晃（Ｍ）

L.仁科　秀雄（Ｍ）
L.馬場　幸雄（Ｍ）
L.原田　耕治（Ｍ）
L.原田　脩郎（Ｍ）
L.原田チエ子（Ｍ）
L.平野　正勝（Ｍ）
L.福島　永二（Ｍ）
L.富士野　誠（Ｍ）
L.丸川　秀雄（Ｍ）
L.虫明　徳二（Ｍ）
L.森本　春実（Ｍ）
L.安原　晴彦（Ｍ）

L.山本日出子（Ｍ）

OB
L.吉田　昌彦（Ｍ）
L.村上　　晶（Ｍ）
L.古沢　昭二（Ｍ）

終身
L.亀高　　猛（Ｍ）
L.野田　敏夫（Ｍ）
L.山本　雅一（Ｍ）

周年式典参加者

L.浅原　良機　　L.大江　英昭　　L.小野　　厚　　L.金辺　卓資　　L.兼信　英雄　　L.菊池　　東
L.木村　育雄　　L.小泉　勝生　　L.千田　隆訓　　L.徳永　健治　　L.中藤　邦彦　　L.馬場　幸雄
L.原田　脩郎　　L.平野　正勝　　L.虫明　徳二　　L.安原　晴彦

336複合地区 年次大会 2006年5月14日（日）徳島市

L.浅原　英夫 L.菊池　　東 L.千田　隆訓 L.山本日出子 L.安原　晴彦

倉敷南LC認証30周年記念式典　2005年10月9日（日）ライフパーク倉敷

L.大江　英昭　　L.菊池　　東　　L.千田　隆訓
井原LC認証50周年記念式典　2005年11月27日（日）アクティブライフ井原

L.大島　　隆　　L.小野　　厚　　L.金辺　卓資
玉野LC認証50周年記念式典　2006年3月5日（日）ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル

L.瀬尾　俊治　　L.千田　隆訓
玉野渋川LC認証40周年記念式典　2006年3月12日（日）ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル

L.大江　英昭　　L.兼信　英雄　　L.菊池　　東　　L.千田　隆訓
児島LC認証50周年記念式典　2006年3月26日（日）せとうち児島ホテル
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玉島ライオンズクラブ

第　50 期　決　算　書
（単位：円）

賃　借　対　照　表
借　　　　　　方 貸　　　　　　方

残　　高 科　　　　　目 科　　　　　目 残　　高
22,811 手　　持　　現　　金 未　　　払　　　金 2,640
454,923 玉島信用金庫普通預金 預　　　り　　　金 600
970,997 中 国 銀行普通預金 仮　　　受　　　金 0
706,366 トマト銀行普通預金 積　　　立　　　金 0

0 5 0 周 年実行委員会 運 営 費 会 計 余 剰 金 1,150,334
0 仮　　　払　　　金 事 業 費 会 計 余 剰 金 1,001,523

会 食 費 会 計 余 剰 金 0
特　別　会　計　剰　余　金 0

2,155,097 2,155,097

運　　営　　費
支出の部 収入の部

決　　　算 予　　　算 科　　　目 予　　　算 決　　　算
運 営 繰 越 金 1,046,614 1,046,614
入　　会　　金 150,000 110,000
通　常　会　費 4,860,000 4,800,000
フ　ァ　イ　ン 100,000 111,000
記　念　収　入 0 0
受　取　利　息 1,000 96
雑　　収　　入 300,000 653,271
会 員 拠 出 金 540,000 547,500

8,160 12,000 国際協会入会金
225,342 169,500 国　際　会　費
165,600 139,200 複合地区会費
763,400 761,100 地　区　会　費
81,099 84,928 ライオンズ誌特別負担金
845,898 1,000,000 例 会 運 営 費
281,400 300,000 会　　議　　費
92,980 140,000 旅 費 交 通 費
312,387 300,000 通　　信　　費
48,384 110,000 器 具 備 品 費
527,646 550,000 図 書 印 刷 費
73,154 70,000 事 務 用 品 費

1,362,492 1,400,000 事　務　所　費
55,000 55,000 地 区 役 員 費
261,046 300,000 慶　　弔　　費
342,277 300,000 交　　際　　費
152,542 250,000 厚　　生　　費
81,074 150,000 委員会運営費
150,000 150,000 次 期 準 備 費

0 150,000 ゲスト招請費
110,516 100,000 雑　　　　　費
57,750 100,000 会 誌 発 行 費
60,000 100,000 年次大会派遣費
60,000 60,000 退職金積立金

0 245,886 予　　備　　費
1,150,334 運営費会計余剰金
7,268,481 6,997,614 合　　　　計 6,997,614 7,268,481

そ　の　他　の　事　業　内　訳
大王のひつぎ実験航海協賛金 20,000 1000人の大歌声喫茶PART3チケット購入（800円×48名） 38,400
新生倉敷市誕生祝広告代 10,500 チューリップ広場看板代不足分 8,000
くらしき作陽大学大学祭パンフレット広告料 10,000 倉敷国際交流協会会費 5,000

合　　　　　　　計 91,900

事　　業　　費
支出の部 収入の部

決　　　算 予　　　算 科　　　目 予　　　算 決　　　算
事 業 繰 越 金 1,191,914 1,191,914
会員寄付収益 1,200,000 1,552,000
会 員 拠 出 金 540,000 837,500
事　業　他　収 0 40,000
5 0周年事業費 5,000,000 11,517,792

1,630,886 1,980,000 事　　業　　費
0 951,914 予　　備　　費　

2,743,208 900,000 コ ン サ ー ト　
2,917,555 2,731,050 モニュメント費
1,430,000 0 記念誌・ビデオ費
5,416,034 0 記 念 式 典 費　
1,001,523 事業費会計余剰金
15,139,206 6,562,964 合　　　計 7,931,914 15,139,206

事　　業　　費　　内　　訳
支出の部 収入の部

決　　　算 予　　　算 科　　　目 予　　　算 決　　　算
前 期 繰 越 金 1,191,914 1,191,914
会員寄付収益 1,200,000 1,552,000
会 員 拠 出 金 540,000 547,500
LCIF（CSFⅡ指定）拠出金 290,000
事 業 他 収 入 40,000
（継続事業）

160,000 160,000 玉島学園協賛金
8,130 10,000 ライオンズ時計塔電気代
10,000 10,000 暁天座禅助成金
30,000 30,000 玉島まつり協賛金
30,000 30,000 良寛まつり協賛金
135,720 140,000 ＬＣＩＦ基金
257,868 LCIF（CSFⅡ指定）献金
20,000 20,000 チューリップ球根植え付け
109,243 100,000 ソフトテニス大会
119,143 100,000 バレーボール大会
79,190 80,000 倉敷市柔道大会
80,000 80,000 子ども会球技大会
179,840 180,000 なかよし遠足
20,000 20,000 文化協会協賛金

（特別奉仕活動費）
229,852 300,000 環境問題活動費
70,000 70,000 良寛杯中学校野球大会
91,900 650,000 その他事業費

0 951,914 予　　備　　費
989,005 50周年記念事業繰入金
1,001,523 剰 　 余 　 金
3,621,414 2,931,914 合　　　　　計 2,931,914 3,621,414

第　50 期　決　算　書
（単位：円）
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＊吟酒炉端の会

浅原　良機　　大江　英昭　　大熊　龍彦　　大島　　隆　　金辺　卓資　　兼信　英雄

菊池　　東　◎葛間　紘介　　小泉　勝生　　廣本　　直　○当真　純二　　徳永　健治

中藤　　収　　仁科　秀雄　　原田　脩郎　　虫明　徳二　　森本　春実　　安原　晴彦

野田　敏夫

＊麻雀部会

赤沢　義則　◎小野　　厚　　木村　育雄　○瀬尾　俊治　　田中　修治　　平野　正勝

＊陶芸部会

浅原　英夫　◎浅原　良機　　大熊　龍彦　　兼信　英雄　　当真　純二　○原田　脩郎

山本日出子　　大西　寿雄

＊ゴルフ部会

石井　寛範　◎小野　　厚　　兼信　英雄　　菊池　　東　　木村　育雄　　瀬尾　俊治

千田　隆訓　　立花　信夫　　田鎖　和男　　中塚　正人　　中藤　邦彦　　仁科　　晃

仁科　秀雄　　岸本　勝美　○原田　脩郎　　原田チエ子　　丸川　秀雄　　虫明　徳二

安原　晴彦　　富士野　誠

＊釣り部会

◎赤沢　義則　　浅原　英夫　　大江　英昭　○葛間　紘介　　田中　修治　　平野　正勝

森本　春実　　室田　定利

＊ソフトボール部会

赤澤　幹温　　赤沢　義則　　石井　寛範　　小野　　厚　　菊池　　東　○木村　育雄

◎瀬尾　俊治　　千田　隆訓　　中藤　邦彦　　仁科　　晃　　福島　永二　　安原　晴彦

富士野　誠　　岸本　勝美

＊ボーリング部会

浅原　良機　　菊池　　東　　木村　育雄　○廣本　　直　　瀬尾　俊治　　千田　隆訓

中野　開一　　仁科　　晃　　岸本　勝美

＊旅行部会

◎金辺　卓資　　鎌田正三郎　　葛間　紘介　　原田　耕治　○大西　寿雄　　大野　千春

中塚　銀太

＊マジック部会

○大江　英昭　◎河合　知則　　白神　恒昭　　亀高　　猛　　平井　史郎

＊読書部会

太田　信子　○兼信　英雄　　原田チエ子　　◎虫明　徳二　　山本　雅一

趣　味　の　部　会

第50期（2005.7～2006.6）
◎部会長　○副部会長

第 5 0 期 貸 借 対 照 表　　　　　　　
（単位：円）

上記監査の結果、いずれも正確であると認めます。

2006年６月27日

会　食　費　会　計

支出の部 収入の部

決　　　算 予　　　算 科　　　目 予　　　算 決　　　算

会　食　繰　越 0 0

会　員　会　食 2,234,400 2,200,200

会　食　当　日 0 44,000

ビ　ジ　会　食 0 123,000

2,367,200 2,234,400 支　払　食　費

0 会食費会計余剰金

2,367,200 2,234,400 合　　　計 2,234,400 2,367,200

特　　別　　会　　計

玉　信　定　期 3,000,000 緊 急 援 助 金 300,000

玉　信　積　立 145,000 退 職 金 積 立 145,000

特別会計余剰金 0

合　　　　計 445,000 合　　　　計 445,000

借　　　　　　方 貸　　　　　　方

金　　額 科　　　　　目 科　　　　　目 金　　額

3,000,000 玉島信用金庫定期預金 緊　急　援　助　金 300,000

0
玉島LC50周年実行委員会

50 周　年　事　業　費 0
玉島信用金庫普通預金

145,000 玉島信用金庫積立預金 退　職　金　積　立　金 145,000

454,923 玉島信用金庫普通預金 運　営　費　剰　余　金 1,150,334

970,997 中 国 銀行普通預金 事　業　費　剰　余　金 1,001,523

706,366 トマト銀行普通預金 食　費　剰　余　金 0

22,811 手　　持　　現　　金 未　　　払　　　金 2,640

0 仮　　　払　　　金 預　　か　　り　　金 600

2,600,097 2,600,097

第　50 期　決　算　書
（単位：円）
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2005.7～2006.6 地区委員を終えて

マール未来ビジョン検討委員　浅　原　英　夫

この度、合田ガバナーの意向により、新設された、マール未来

ビジョン検討委員会、委員にガバナーより特命を受け私にとって2

回目の地区委員として出向いたしました。

今迄の通常の委員会というのは、1つの委員会に各リジョン（8

リジョン）より1名の委員が選出され、委員長はガバナーより特命

を受け選任されるのであります。

マール委員会は、地区ガバナー、副地区ガバナー、キャビネッ

ト役員、運営を司る各委員長、私と委員会とはいえ、執行部側の委員会であります。

その為委員会での討議内容も一例をあげると

☆半世紀を経過したライオンズクラブは今後どう変わるべきなのか。

☆団塊の世代が2年後に定年退職を迎えるときとなり、地域社会が大きく変革する中ライオンズクラ

ブとしてこの団塊の世代に対し対応策を検討する＜新しいライオンズクラブの創設。目的を持っ

たシニアクラブの創設方法＞

以上のような諸問題を検討し必要に応じ各委員会に要請する、これがマール未来ビジョン検討委員

会の活動であります。

その為、期始め（7月、8月）に会議が集中し年5回キャビネット事務局で開催されその期の運営方針

が決定されるという執行機関に委員として仕事をさせて頂き、私にとってライオンとして大きな糧と

なった事に感謝を申し上げます。

ご縁つなぎの一年間に感謝

あけぼの会第43代会長　浅　原　晴　子

今年度は玉島ライオンズクラブ五十周年という大きな行事が控えている事も深く考えずして成り行

きで大役をお受けする事となりました。後で事の重大さに慄き身も細る程の毎日でした。然しながら

これも不思議なご縁だったのかなと、今になって感じています。と申しますのも七年前主人が会長を

お受けいたしましたのが四十三代会長でした。奇しくも今年度があけぼの会四十三代目会長にあたり

ます。夫婦揃って同じ代をさせて頂きました。ご縁つなぎで始まった一年間色々なご縁のもとで会が

運ばれました。まず、初例会では二名の新入会員の方にご縁をつなぎ、二月には由緒ある倉敷吉井旅

館さんにご縁ありお雛様を愛でながらの楽しいひと時を過ごすことが出来ました。又、四月には今年

度最大の行事と気がかりでありました玉島ライオンズクラブ五十周年式典でのお手伝いも、会員皆様

の協力を得まして日ごろの恩返しをと、お客さまに心を込めて精一杯のおもてなしをさせて頂きまし

た事を大変嬉しく思います。又、玉島信用金庫さんでの例会、公民館でのミニコンサート例会、そし

て今年度最後の例会では尾道の美術館めぐりで心豊かになり又、雨にけぶる新緑を眺め精進料理に舌

鼓ながら至福のひと時を過しました。過ぎてしまえばあっと言う間の一年間でした。会員皆様の暖か

いお人柄に触れながらも新しい発見をさせて頂き楽しく会を進めていく事が出来ました。これもご縁

のあった六名の役委員の方々に支えて頂き無事終える事が出来ました事を、心よりお礼申し上げます。

そして例会にご出席下さいました皆様、都合悪く参加出来なかった皆様にも今年一年間いいご縁を頂

き、お礼申し上げます。最後になりましたが、ご縁の深い玉島ライオンズの皆様にも心より感謝申上

げますとともに今後益々のご活躍、ご発展をお祈り申し上げます。

平成17年度役委員

会　長　浅原　晴子

前会長　原田　真澄

副会長　大島冨美子

中塚志津子

理　事　原田　珠子

平田　繁子

三宅佐世子



玉島ライオンズクラブ




