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■国際協会モットー	 We	Serve
■国際会長キーワード	 パワー・オブ・アクション（行動の力）
	 パワー・オブ・ウィー（“We”の力）
	 パワー・オブ・サービス（奉仕の力）	
■地区ACT.スローガン	 未来に繋ぐ　美しき心と地域
■地区ガバナー・スローガン
成せばなる　We	Serve	!

■地区ガバナー・キーワード
家族　次世代　LCIF

■会長スローガン
今日の集い　明日への奉仕
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九份は滝修行？
財務・会員・会則委員長
Ｌ 井手添　誠

　2017年11月17日㈮～20日㈪台湾で行われた、
第56回OSEALフォーラムに行ってきました。
　参加者は、加藤会長、松井ＺＣ、河本、山本

（彰）、山本（庄英）、羽合、井手添と井手添Ｌ
Ｌの８名に、倉吉打吹ライオンズの中原さんを
入れた総勢９人でした。
　17日８時に車２台に分乗して出発、３時間半
で関空に到着、エバー航空で、３時間20分で台
北・桃園空港到着。それから車で１時間、やっ
とホテルに到着しました。当日は、倉吉でも初
雪が降ると言われましたが、台北もその前線が
かかり、寒い気候でした。
　18日は、新幹線で高雄へ出発、２時間で到着
しました。
台北は寒かったのですが、高雄は、気温30℃以
上あり、蒸し暑かったです。とてもネクタイを
つけておれる気候ではなかったです。
　会場は、高雄マリーナという大きな建物でし
た。セキュリティチェックを受けて会場に入り

ます。会場は、商業施設に隣接しており、フー
ドコートもありと、新しい施設でした。
　19日は、自由行動です。ほぼ皆さん午前中に
市場街をまわり、午後から台北101という、高
さ509.2mの超高層ビルに行っていました。16時
にホテルに集合し「千と千尋の神隠し」のモデ
ルと言われる「九份」に出かけました。「九份」
は台北より30㎞ほど離れており、タクシーで１
時間ほどの場所です。休日というのもあるかも
しれませんが、凄い数の観光客でした。山道を
タクシーで上がっていくわけですが、バスもい
るうえに大渋滞で、運転する自信が無いくらい
狭い道です。そこから両側に露天が並んだ沿道
を歩いて行くわけですが、当日は土砂降りの雨
の中、人で溢れかえり、身動きができない石畳
を歩き、目的地まで歩くのは、まさに修行のよ
うでした。
　20日の朝６時出発～夕方、倉吉に帰ってきま
した。
　来年、第57回OSEALフォーラムは、中国の
予定です。何処の会場になるのかは分かりませ
んが、今から楽しみですね。来年も、皆で行き
たいですね。

第56回OSEALフォーラム
in台南・高雄（台湾）　11月17日～20日
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講演「ご縁の中で生き
る」をお聞きして…

副テーマ
Ｌ 山 本 弘 美

　11月第１例会にて、浄土宗真如山變成院誓願
寺 住職 工藤純裕様の講演をお聞きしました。
　まず最初に御自身のプロフィールをお話しさ
れましたが、世界各国を廻られ、名高い方々と
交流をもたれ、とても私とは住む世界の異なる
方だなぁと感心してしまいました。にもかかわ
らず驕り高ぶられる事もなく、気さくでユーモ
アたっぷりのお話に魅了され、時間があっとい
う間に過ぎてしまいました。
　演目の資料の内容の『縁…十二縁起』は何回

読んでも私には理解するのは少々難しく…、し
かし、きっとそれに近く解りやすいのが、中島
みゆきの「糸」ではないのかなと思いました。
　最後に良縁、悪縁はない！自分で作るもの！
命の線（縦）は決まっていても、社会的線（横）
はいくらでも延ばす事ができる…この言葉が一
番印象的でした。　

平成29年度
鳥取県薬物乱用防止知事表彰
11月14日　県庁にて

　7R-2Zの薬物乱用防止啓発活動の推進（４ク
ラブの長年に亘る鳥取県薬物乱用防止指導員の
選出および薬物乱用防止教室やパレード、チラ
シ配りなど）に対して受賞し、松井　實ZCが
表彰式に出席いたしました。　

第5回4クラブ親善チャリティ
グラウンド・ゴルフ大会

11月12日

グラウンドゴルフ
に参加

前会長
Ｌ 深 田 　 孝

　４クラブ親善合同グラウンドゴルフ大会が湯
梨浜町泊　潮風の丘グラウンドゴルフ場で開催
されました。倉吉北ライオンズクラブがホスト
クラブでした。倉吉北クラブのＬ山口氏は三朝
町のグラウンドゴルフ会会長をしておられると
のことです。松井ＺＣのあいさつでゲームを始
めました。

11月第１例会ゲストスピーチ

ご縁の中で生きる
浄土宗　真如山變成院誓願寺　住職　工藤　純裕	様
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　各クラブメンバー混合でグループ分け、イン
とアウトに分かれスタートしました。丸いゴー
ル枠に目指してボールを打っていきます。私は
本格的なグラウンドゴルフは初めてです。一緒
のグループメンバ―にやり方を聞きつつゲーム
をプレーしていきました。スコアの書き方も独
特で…？苦労しました。ゴールの枠の中に何回
打って入るかです。ＯＢも飛び出します。球

が転がる感
覚、届くよ
うに打つ強
さ、方向性
等、とても
難しく結局
８回も打っ
てしまった

ホールもたくさんあり、意外に「簡単ではない
なあ」と感じました。お天気よくプレー中は暑
いぐらいでルールがあまりわからない中でも楽
しんでプレーすることができました。結果、私
は下位のほうでした。倉吉ライオンズクラブも
結果４位でした。残念。
　ゲーム終了後BBQを近くの食堂で「かんぱ
い」しました。日本海に沈む夕日を見ながら楽
しく飲食できました。私がBBQをきれいに並
べて焼くのでＬ濱中に笑われたのが…自分の癖
に苦笑いです。参加された皆さんお疲れ様でし
た。

＊	チャリティ募金は後日、社会福祉法人　倉吉
市社会福祉協議会へ鳥取県中部地震災害支援
金として寄附いたしました。

エレガント

Ｌ 李 　 生 美

　今日はエレガントということについてつぶや
いてみようかと思います。三朝温泉病院にて絶
賛リハビリ中のライオンズLee Ikumiです。
　皆様にはこのたびの私の脳出血の件でご心配
をおかけいたしました。さいわい、毎日の厳し
いリハビリで元気を取り戻しつつあります。
　さて、そのリハビリです。リハビリは経験の
ある方なら分かると思いますが、思いのほかき
つい作業です。気がつくと鬼の形相で足をあげ
たり下げたりしています。腰を下ろすときには
ドカンと、体重をかけてしまいます。そんなと

き、女性理学療法士から言われました。
「李さんエレガントにね。たとえ痛くてもきつ
くても体が重くても最後まで力を抜かずに音を
立てないように、にこやかにエレガントにやり
ましょうね。だって女の子でしょ。」これは素
晴らしいアドバイスです。
　女の子であろうと男の子であろうと少しゆと
りを見せながら穏やかに行動することがエレガ
ントだと思います。そういう行動は人に安心感
を与えると思います。エレガントでありたいで
す。

倉吉ＬＣ女子部のつぶやき

病室にて仲良し女友達と
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2017年11月マンスリー集計表

（2017年7月1日～11月30日現在） ライオンズクラブ国際協会336-B地区キャビネット事務局

クラブ名
アクティビティ 労力奉仕 会員異動
件数 金額 件数 時間 期首 前月末 入会 退会 当月末

倉 吉
当月 1 143,097 1 175 36

38
0 0 38

累計 5 196,266 4 253 （うち女性 5） 3 1 （うち女性 6）

倉 吉 打 吹
当月 0 0 0 0 41

41
1 1 41

累計 6 205,491 5 253 （うち女性 8） 5 5 （うち女性 8）

倉 吉 北
当月 1 4,191 1 15 18

17
0 0 17

累計 5 4,191 4 68 （うち女性 5） 0 1 （うち女性 5）

倉吉グレート
当月 1 49,266 1 46 44

45
0 0 45

累計 3 153,431 3 125 （うち女性 8） 1 0 （うち女性 8）

合 　 　 計
当月 3 196,554 3 236 139

141
1 1 141

累計 19 559,379 16 699 （うち女性 21） 9 7 （うち女性 27）

■ 11月第２例会 11月22日㈬（第1391回）

実出席　74％ メーキャップ後　79％
ドネーション　15,000円 ファイン　300円
【幹事報告】
１．国際本部より　メッセージが届きました。
２．ボブ・コーリュー判事LCIF理事長よりメッ

セージが届きました。
３．キャビネット事務局より『ライオン誌』ク

ラブ一括発送送料値上げのお知らせが届きま
した。

４．第47回　４クラブ新年祝賀合同例会ご案内
　日　時　平成30年１月10日㈬
　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　例　会　18：00～18：50
　　　　　懇親会　19：00～20：30
　場　所　ホテルセントパレス倉吉
　登録料　出席者　10,000円
　　　　　欠席者　 5,000円
　ホスト　倉吉ライオンズクラブ

５．平成29年度鳥取県薬物乱用防止知事表彰
について
　日時：平成29年11月14日㈫
　　　　午前11時40分から
　場所：鳥取県庁本庁舎３階　第４応接室
　出席：松井　實ＺＣ
　7R-2Zの薬物乱用防止啓発活動（鳥取県薬

物乱用防止指導員の選出および薬物乱用防止
教室やパレード、チラシ配りなど）に対して
受賞

６．第５回　４クラブ親善チャリティ グラウ
ンド・ゴルフ大会の報告
　日　時：平成29年11月12日㈰　14：00～
　場　所：潮風の丘とまり
　参加者：29名（倉吉ＬＣより８名）
　　　　　－団体の部－
　　　　　　優　勝　　倉吉北ＬＣ
　　　　　　準優勝　　倉吉グレートＬＣ
　　　　　　３　位　　倉吉打吹ＬＣ　　　　　　　　　
　　　　　　４　位　　倉吉ＬＣ
　　　　　－個人賞－
　　　　　　４位　　Ｌ松井　　實
　　　　　　ＺＣ賞　Ｌ河本　　裕　　　　　　

理 事 会 報 告 11月８日開催
１．月見例会決算について

　承認されました。
２．創立記念例会　計画（案）・予算（案）に

ついて
　承認されました。

３．４クラブ新年祝賀合同例会　計画（案）に
ついて
　承認されました。

事 務 局 だ よ り
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今月のドライブ
仕事ばっかり

会 長　Ｌ 加 藤 康 彦
　めっきり寒くなりましたね。ということだけ
ではないんですが、今月紹介出来るドライブは
ございません。私のところの仕事は、11月から
12月の年末まで、とっても忙しいんです。山の
中の現場は雪が積もるまでが勝負で、毎年12月
が45日あったらなぁと思ってしまいます。
　それで、猫の手ではないですが、私もほぼ現
場の毎日です。標高が高ければ雪も降ります
し、落ち葉と雪で滑りやすい斜面の登り降りに

息を切らせています。おまけですが、檻に鹿が
掛かっていました。逃げ出そうと必死の様子で
した。

４．ライオンズデー　決算について
　承認されました。

５．国際平和ポスター・コンテスト　決算につ
いて
　承認されました。

■ 12月第１例会 12月９日㈯（第1392回）

実出席　82％ メーキャップ後　88％
ドネーション　31,000円
【理事会提案】
１．入会候補者について

　有限会社　いるか設備　浦木　純二 様
　　＊スポンサー　Ｌ加藤　康彦
　承認されました。

　合同会社　日本料理飛鳥
　　代表　山下　二郎 様
　　＊スポンサー　Ｌ深田　　孝
　承認されました。

２．Ｌ李　生美　不在会員について（平成29
年10月より）
　承認されました。

【幹事報告】
１．ナレシュ・アガワル国際会長よりメッセー

ジが届きました。
２．国際本部よりメッセージが届きました。
３．336複合地区第64回年次大会　予備登録

申込みのご案内
〈記念ゴルフ大会〉　　　
　◆日　時：2018年５月26日㈯

　　　　　　受付／７：15
　　　　　　スタート／７：45
　◆場　所：東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
　◆参加費：5,000円（プレイ費自己負担）
〈前夜祭〉　　　　　　　　
　◆日　時：2018年５月26日㈯
　　　　　　受付／18：00
　　　　　　祝宴／18：30～20：30
　◆場　所：ホテルグランヴィア岡山
　◆登録料：13,000円
〈代議員総会・大会式典〉　
　●日時：2018年５月27日㈰
　　　　　代議員受付　　８：00～８：40
　　　　　代議員分科会　９：00～９：45
　　　　　代議員総会　　10：00～11：00
　　　　　一般登録受付　８：30～11：00
　　　　　大会式典　　　11：15～12：45
　●場所：岡山市総合文化体育館
　●登録料：無料
　●予備登録締切：2018年１月31日㈬

４．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①第101回ライオンズクラブ国際大会（ラス

ベガス）登録のご案内
　開催地：ラスベガス（米国ネバダ州）
　開催期間：2018年６月29日㈮～７月３日㈫
　大会登録料：150US$（早期登録）
　国際本部〆切：2018年１月12日必着
②336-B地区新春チャリティ・ボウリング大

会ならびに 新年会 開催のご案内
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◆336-B地区チャリティ・ボウリング大会
（108名）

　　日　時：2018年１月26日㈮
　　　　　　受付　14：15～
　　　　　　試合　15：00～17：00
　　場　所：岡山フェアレーン
　　登録料：3,000円
　　　　（プレイ料金＋靴代1,500円・
　　　　　賞品代500円・チャリティ1,000円）
     （ 表彰式は当日の交流新年会にて執り行

います。）
　◆336-B地区 交流新年会（108名）
　　日　時：2018年１月26日㈮
　　　　　　 18：30～20：00
　　場　所：ホテルグランヴィア岡山
　　登録料：6,000円（飲食・アルコール代含）
③第30回国際平和ポスター・コンテスト応募

作品の地区選考結果について
　○参加クラブ数：19
　○応募作品総数：1,418点
　○地区への出品数：133点
　【最優秀賞】石井　優蘭さん

（倉敷市立豊洲小学校６年）～倉敷東ＬＣ
　【優秀賞】 ３名
　【特別賞】 １名
　【佳　作】 藤村　結依さん

（倉吉市立上灘小学校６年）～倉吉ＬＣ
他４名

④LCIF日本事務所からの重要連絡文書『交
付金の申請および交付金報告書の　提出に
つきまして』

⑤2018年１月からのライオン誌に関するお知
らせ

⑥キャビネットニュース　11月号
⑦FWTより『こども食堂』の支援に関する

ご連絡
AMDAこども食堂支援プラットフォーム
発足フォーラム

　　日時：2017年12月23日㈯
　　　　　午後２時～５時15分
　　場所：岡山国際交流センター

５．第２回ガバナー諮問委員会並びにゾーンレ
ベル会員委員会　報告・決算報告
　日時：平成29年11月28日㈫
　　　　18：30～21：00
　場所：倉吉シティホテル

６．４クラブ新年合同アクティビティ 『おひさ

ま』幼児用遊具 贈呈・披露式
　日時：平成29年12月27日㈬
　　　　10：30～11：00
　場所：倉吉市子育て総合支援センター『おひさま』

７．GST・GLT推進 336-Ｂ地区一斉実施アク
ティビティ『クリーンアップ大作戦』
　日時：2018年１月14日㈰
　場所：倉吉市立図書館・せきがね図書館
　　　　みささ図書館
　　　＊４クラブ合同で実施

８．有限会社プレジャー企画　Ｗテイクより　
プレジャーＢのコメディクラウンサーカス 
2018年西日本ツアー公演のご案内が届きま
した。
　日時：2018年１月７日㈰　14：00開演
　場所：倉吉未来中心　小ホール

LIONS CALENDAR（１月行事予定）

ライオンズカレンダー
１月９日㈫　会計監査
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　10日㈬　１月定例理事会
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　10日㈬　１月第１例会

（４クラブ新年祝賀合同例会）
　　　　　　18：00～　ホテルセントパレス倉吉
　　14日㈰　336-Ｂ地区一斉実施アクティビティ
　　　　　　『クリーンアップ大作戦』
　　　　　　10：00～　倉吉市立図書館
　　　　　　　　　　　せきがね図書館
　　　　　　　　　　　みささ図書館
　　24日㈬　１月第２例会（移動例会）
　　　　　　12：15～　飛鳥

ドネーション

ありがとうございました
倉吉打吹ＬＣ　中原啓介様
　　　　・東洋東南アジアフォーラムでは大変

お世話になりました。感謝しており
ます。

Ｌ秋藤　・創立例会を祝って。
Ｌ藤田　・大変ご無沙汰しております。
Ｌ松井　・チャリティグラウンドゴルフ、ご苦

労様でした。
　　　　・東洋東南アジアフォーラム、おつか
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日本人の文化
Ｌ 高 田 充 征

　数年前に知人に誘われて「男の着物着付け教
室」に参加したのが、「日本人の文化」の象徴
とも言うべき着物との出会いでした。着物を身
に着ける前の印象として「着付けが面倒なので
は？」と感じていましたが、実際に着てみると
以外に簡単に着ることができ、また、気持ちが
落ち着きなんとも言い難い良い心持ちになり、
日本人の原点はやはり和装なのかなと日本文化
を再発見したような気がしました。普段から波
平さんのように毎日着物を着用して、和装をラ
イフスタイルとしているわけではなく、和装で
出掛けるイベントやまつりの際など、年に数回

知人とともに
着る程度です
が、その折に
「日本人の文
化」を改めて
感じているし
だいです。
　一言に「和
装」と言って
も男性用着物
にも多くの種
類があります
し、帯の締め方も多様です。帯の締め方を変え
て着付けを楽しむのも、和装の特徴ではないか
と思います。私が持っている着物は大島紬のも
のと本麻のもの２枚ですが、今後の目標として
「倉吉かすり」の着物に挑戦しようと考えてい
ます。

》次回はＬ森にリレーします

私のこだわり私のこだわり私のこだわり 会員リレー

　会員の皆さんのこだわりを紹介します。

倉吉ライオンズクラブ　例会場／ホテルセントパレス倉吉　例会日／毎月第２・４水曜日

れ様でした。
　　　　・在籍20年表彰を戴いて。
Ｌ深田　・グラウンドゴルフ、たのしかったで

す。
　　　　　会長他一同様、タイワンおつかれ様

でした。
Ｌ加藤康・東洋東南アジアフォーラム、楽しく

参加してきました。
　　　　・創立記念をお祝いして。
Ｌ濱中　・グラウンドゴルフ参加しました。団

体では第四位、個人は…。足をひっ
ぱりました。

　　　　・第58回創立記念例会を祝して。
Ｌ羽合　・アジアフォーラム行ってきました。

山本庄英さん、添乗員ありがとうご
ざいました。皆様、お疲れ様でし
た。

Ｌ山本庄・台湾アジアフォーラムより無事に全
員帰国できました。ありがとうござ
います。

Ｌ山下　・12月３日、長女が結婚しました。
「とさき」さん、お世話になりまし
た。

４クラブ親善グラウンドゴルフ大会　参加者一同
　　　　・第四位でした。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
12月誕生記念
Ｌ清水　俊男　12月24日
Ｌ山本賢一郎　12月13日
Ｌ明里　　寛　12月20日
Ｌ李　　生美　12月30日
12月結婚記念
Ｌ鳥羽　圭介　12月３日
Ｌ中井修二郎　12月６日


