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月見例会
2016年10月８日
町屋清水庵

お楽しみの
　 月見例会

Ｌ 多 田 典 子

　10月８日、100周年をむかえたライオンズ奉
仕日、法華寺畑遺跡の整備をしてから、夜はお
楽しみの月見例会。
　昔はススキを活けて白い団子をそなえ、廊下
に坐り、“うさぎ うさぎ 何見てはねる　十五
夜お月さん見てはねる”と唱ったものです。
　今日はＬ清水さんの作品、ススキに秋の花を
まぜ、あけび、ざくろを活けて下さり、会が始
まりました。
　料理は豊富、中でも初物の松茸の土瓶むし、
とち餅の茶碗むし等めずらしく美味。
　それこそ、716年に赴任した山上憶良は、大

山が見える打吹山がすぐそこにそんな景色の見
える伯耆の国不入岡で、昔のご馳走を食べたで
あろう。ところが周囲の農民を視察してわかっ
たのは、一汁一菜の粗末な食事、子どもも満足
に育たない有様。四年間住みながら、万葉歌人
でありながら歌の一首もない。
　憶良が今日のお膳を見たらなんと思うだろう
か。
　　銀も金も玉もなにせむに
　　優れる宝　子にしかめやも
　昔を思いおこしながら、おいしいご馳走を心
ゆくまで味わいました。

10／8　世界ライオンズデー
法華寺畑遺跡歴史公園整備事業

歴史公園整備

Ｌ 藤 田 義 彦

　今年もこの日がやってきた。昨夜来の雨も上
がり、日差しもなく絶好の作業日よりとなった。
開会式には石田耕太郎市長にお出で頂き、社老
人クラブの方々とともに心地よい汗をかいた。
　当クラブはふるさと再発見ウオークやひいな
の祭りなど地元の歴史や文化をテーマ活動して
いるが、中でも国分寺の歴史公園の整備は最も
歴史が長い。市長の挨拶にもあったが、最初に
ライオンズクラブが関わったのは昭和57年で、
以来34年も続いている。
　しかし、この長い整備の歴史を知る会員は殆
どいない。そこで提案をしたい。今後の活動の
ためにも節目の機会を捉えて、これまでの足跡

をまとめてみてはどうだろうか。何となくいい
ものができる様な気がする。
　ところで、小生は歴史公園は印象深い。隣接
する国分寺跡の発掘が昭和45年に始まったが、
高校３年の冬休みにアルバイトで関わった。ネ
コ車で土を搬出する単純な仕事であったが、珍
しい物が出土すると誰もが手を止めて取り巻
き、思わぬ休憩時間となり得した気分になった。
　今の倉吉市の財政では国庁跡の発掘は何時に
なるか見通しが立たないが、何れやらなければ
ならない。当クラブが整備の機運を高めるよう
な全市的運動
を起こすこと
が出来たら素
晴らしいと思
うのだが。
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９月第２例会ゲストスピーチ

円形校舎を保存し
フィギアミュージアムへ

㈱円形劇場　代表取締役　稲嶋　正彦	様

「円形校舎を保存しフィギア
ミュージアムへ」を聴いて

計画委員長
Ｌ 斎 藤 周 作

　株式会社円形劇場の稲嶋社長をお迎えして、
円形校舎の今後についてご講演いただきまし
た。建物は、1955年（Ｓ30）に旧明倫小学校と
して鉄筋コンクリート３階建直径25ｍの円形校
舎で全国で３番目に建設された現存するものと
しては最も古く大変珍しいそうです。この歴史

情緒あり希少な建物を利用し、「日本のポップ
カルチャーであるフィギュアを円形校舎を舞台
に国内外へ発信」をテーマに漫画やアニメの
フィギュア博物館の2018年４月開業を目指し頑
張っておられます。昨今、山陰道の整備が進み
自動車で２時間ほどで鳥取東部から米子西部、
島根まで繋がりました。アジアからの航空直行
便もできました。このことは、中部地区に観光
客を集客する大きなチャンスでもあると思いま
す。このプロジェクトが倉吉の、中部の、ア
ミューズメント発信地として大きく発展してい
く場所であり、地域の子供たちに夢をあたえる
場所だと実感しました。個人的にも、陰ながら
応援していきたいと思います。

会 長　Ｌ深 田 　 孝

ブリとカンパチ

　ブリとカンパチは、見た
目は良く似ていて両方とも
スズキ目アジ科ですが、種
類は違います。

　身の色、形は、よく似ていますが、身質は大
きく違います。カンパチは身が固く刺身では歯
ごたえがあり、焼魚、煮魚にすれば身は固く締
まります。また、変色が遅く刺身の場合色が黒
くなりにくい特徴があります。
　ブリは身質が柔らかく脂ののりは、カンパチ
にくらべて数段よく、口の中でトロリと溶ける
感覚があります。焼いても煮ても味がよく、柔

らかいのでお年寄りにも好まれるようです。
　個人的にも、ブリのお刺身は大好きです。熟
成させると自身の分解酵素で旨味脂が増えより
良い風味が生まれます。ただ、刺身の場合、空
気に触れる酸化、高温による変色が早く刺身が
茶色になりやすい特
徴があります。食す
るまで低温での管理
が大事です。
　これから季節ブリ
もカンパチも脂が
乗ってきて美味しく
なります、食べ比べ
てみてはどうでしょ
うか。

旬の
魚
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■ ９月第２例会 ９月28日㈬（第1363回）
実出席　80％ メーキャップ後　93％
ドネーション　12,000円 ファイン　300円
【理事会提案】
・100周年記念委員会の設立ならびに委員長の

任命について
　理事ならびに各委員長で組織し、委員長には

加藤第一副会長を任命します。
　　承認されました。
【幹事報告】
１．キャビネット事務局より　下記の文書が届きました。

①100周年記念事業への取り組みについて（お尋ね）
②ＬＣ創立100周年記念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』についてのお願い
③『クラブリーダー指導力向上セミナー』開催のご案内
　日時：2016年10月15日㈯

　　　　　◆セミナー　14：00～17：00
　　　　　◆懇親会　　17：00～19：00
　　場所：岡山プラザホテル

④2015-2016年度クラブ優秀賞の申請について
２．7R-2Z・ZC 美甘 憲臣 様より ガバナー公

式訪問 合同例会について（お礼）が届きました。
３．7R-2Z ガバナー公式訪問懇談会の報告

日時：平成28年９月９日㈮ 16：00～17：30
場所：倉吉シティホテル

４．7R-2Z　第１回ガバナー諮問委員会並び
にゾーンレベル会員委員会の報告

　　日時：平成28年９月26日㈪ 18：30～21：00
　　場所：ホテルセントパレス倉吉
５．ふるさと再発見お散歩ウオークin社（11／５開催）の下見
　　日時：平成28年10月17日㈪　13：30～
　　集合場所：倉吉市立社小学校
６．会長杯ゴルフコンペ
　　日時：平成28年10月18日㈫ 10：13スタート
　　場所：大山平原ゴルフクラブ
７．鳥取県里親会中部部会会長　福谷 則枝 様

よりご寄付のお礼が届きました。
８．㈱新日本海新聞社中部本社より「第36回日本海

駅伝競走大会」「第31回くらよし女子駅伝競走大会」
大会ＰＲ特集号　広告協賛のお願いが届きました。

９．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより
下記の文書が届きました。
①平成28年度賛助会費について（お願い）
②「10月は臓器移植普及推進月間」のポス

ター・チラシについて（依頼）
③鳥取県臓器・アイバンクだより

10．ハッピードリームサーカス鳥取公演事務局より　ハッピー
ドリームサーカス鳥取公演の割引チケットが届きました。

　　期間：2016年10月８日㈯～12月５日㈪
　　場所： ＪＡ全農とっとり五反田広場大テン

ト特設会場

理 事 会 報 告 ９月14日開催
１．100周年事業への取り組みについて

①くら用心への紅梅の植樹について
　看板も設置することが承認されました。
②336-Ｂ地区一斉実施アクティビティ『ク

リーンアップ大作戦』について
　日時：2017年１月22日㈰　10：00開始
　　実施する方向で委員会にて検討していく

ことが決まりました。
③「第36回日本海駅伝競走大会」「第31回くらよし女

子駅伝競走大会」大会ＰＲ特集号広告協賛について
　発 行 日：平成28年10月１日㈯　予定
　掲載料金：１枠分20,000円
　会長より協賛するとの報告がありました。

２．（公財）鳥取県臓器・アイバンク　平成28年度賛助会費について
　賛助会員（団体：一口20,000円）になるこ
とが承認されました。

３．納涼例会　決算について
　承認されました。

４．月見例会　計画（案）・予算（案）について
　承認されました。

５．今後の例会計画について
・10月第２例会（10／26）中国電力㈱倉吉営

業所　所長　鹿島慎一郎様
 ・11月第１例会（11／16）（公財）鳥取県臓器・アイバンク
　鳥取県臓器移植コーディネーター 永栄　幸子様
・創立記念例会（12／９）石川達之さんのトー

ク＆ショー、オークション
・クリスマス家族例会（12／21）プレゼント交換
　承認されました。

６．ライオンズデー　計画（案）・予算（案）について
　承認されました。

７．優しい気持ち事業のステッカーについて
　300枚作成することが決まりました。

■ 10月第１例会 10月８日㈯（第1364回）
実出席　72％ メーキャップ後　79％
ドネーション　24,000円 ファイン　900円
【理事会提案】
１．入会候補者について
　　有限会社　本田モータース　本田　亮陛様
　　承認されました。
２．LCIF献金について
　　全会員一人50ドル献金を実施
　　承認されました。
【幹事報告】
１．国際本部よりアワードが届きました。

　会員キー賞　Ｌ山本　弘美
２．キャビネット事務局より下記の文書が届きました。

①国際会長メッセージ
②LCIFレター

事 務 局 だ よ り
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③福岡国際大会DVD
④第55回OSEALフォーラムについて（早期登録

〆切再延長のお知らせ）（国際会長晩餐会案内）
ならびにフォーラム日程（2016年９月現在）

⑤2016-2017年度第29回国際平和ポスターコ
ンテストについて

⑥336-Ｂ地区2016～17年度ガバナー公式訪問
懇談会　報告書

⑦第２回キャビネット会議 議案録　
⑧キャビネットニュース９月号
⑨日本事務所より香港OSEALフォーラム向

け用品のご案内
３．7R-1Z・2Z対抗親善チャリティゴルフ大会

　日　時：2016年11月20日㈰ ＡＭ８：34スタート
　場　所：旭国際浜村温泉ゴルフクラブ
　　　　　湖山コース
　登録料：3,000円　　参加定員：約64名
　プレイ料金：8,500円

４．国際平和ポスター展
　期間：平成28年10月21日㈮　15：00～
　　　　　　　　10月28日㈮　14：00
　場所：パープルタウン１Ｆ

西側特別催事場（洋服の青山側入り口）
　展示作業：10月21日㈮　14：00～
　撤去作業：10月28日㈮　14：00～
　作業メンバー：
　　【展示】Ｌ山本彰・Ｌ深田・Ｌ濱中
　　【撤去】Ｌ安本・Ｌ山本彰・Ｌ深田・Ｌ杉本・Ｌ中井

５．第４回４クラブ親善グラウンド・ゴルフ大会
　日時：平成28年10月23日㈰
　　　◆集合・受付　13：30～13：45
　　　◆開会式　　　13：45～14：00
　　　◆試合開始　　14：00～
　  　 ◆懇親会　　　18：00～
　場所：潮風の丘とまり／味処　進
　参加：Ｌ小山・Ｌ河本・Ｌ山本彰・Ｌ深田
　　　　Ｌ加藤康・Ｌ羽合・Ｌ明里

６．7R-2Z ４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕実施
　日時：平成28年10月30日㈰
　　　　【午前の部】９：30～12：00
　　　　【午後の部】13：00～15：00
　場所：倉吉未来中心（集合…なしっこ館フルーツパーラー前）
　ホスト：倉吉ライオンズクラブ
　協力メンバー：
　　Ｌ小山・Ｌ山本彰・Ｌ斎藤・Ｌ深田
　　Ｌ山本弘・Ｌ中井・Ｌ明里・Ｌ新谷

理 事 会 報 告
９月臨時理事会 ９月28日・10月定例理事会 10月８日

１．100周年記念事業の取り組みについて
　　承認されました。
２．ライオンズ事務所について

　中部造林ビル老朽化で解体するため、遅くとも
来年３月までに建物を明け渡すことになりました。

LIONS CALENDAR（11月行事予定）

ライオンズカレンダー
11月５日㈯　ふるさと再発見お散歩ウオークin社
　　　　　　９：00～　社地区周辺
　　16日㈬　11月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　16日㈬　11月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　24日㈭　11月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉

９月

優しい気持ち事業
・先日、玉川筋を歩いていると、夫婦らしい

２人連れが地図を手にしながら困っている様
子。聞くと、今この地図のどこにいるのか分
からないという。その地図上の位置と方向を
お教えすると、大変喜んで歩いて行かれまし
た。

・ガバナー公式訪問でＰＣ・プロジェクターを
各クラブ様にご利用いただきました。

・交通安全運動で街頭に立ちました。小学生の
おはようございますの声に元気をもらいまし
た。

・ハガキを提供しました。
・銀行のキャッシュコーナーで困っておられる

おばあさんに「大丈夫ですか？」と声をかけ、
銀行の人を呼んであげました。

ドネーション

ありがとうございました

倉吉打吹ＬＣ　竹田安夫様
　　　　・入会18年目にして初めて倉吉ライオ

ンズクラブへメーキャップさせてい
ただきました。

倉吉打吹ＬＣ　石賀伸行様
　　　　・昨年はお世話になりました。メイク

アップさせていただきます。
倉吉打吹ＬＣ　中原啓介様
　　　　・お楽しみの席、おじゃま虫でしょう

が、よろしくお願い致します。
倉吉打吹ＬＣ　猪亦明子様
　　　　・倉吉ライオンズクラブさんの例会に

参加させていただきましたことを本
当に感謝致します。今日はよろしく
お願い致します。

Ｌ藤田　・ライオンズデー、おつかれさまでした。
Ｌ安本　・ライオンズデーを欠席して。
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Ｌ清水　・会報 今月号 会員コーナーに投稿して。
　　　　・山本直前会長さん、アケビ、花、あ

りがとう御座居ました。おかげで花
ビンがにぎやかになりました。

Ｌ名越宗・秋の高校野球　子供に楽しませても
らっています。

Ｌ松井　・倉吉打吹ライオンズクラブ竹田さ
ん、石賀さん、猪亦さん、メーキャッ
プありがとうございます。

Ｌ北村　・稲嶋さん、久しぶりにお会いしまし
た。日頃の熱心な活動に頭が下がる
思いです。

Ｌ山本彰・本日の作業、急きょ欠席し、申し訳
ありません。

Ｌ戸﨑　・今日は、稲嶋さん、講演ありがとう
ございます。ビジターＬ竹田、Ｌ石
賀、Ｌ猪亦、ありがとうございます。

　　　　・ライオンズデー、おつかれ様でし
た。ビジター打吹ライオンズＬ中原
様、ありがとうございます。

Ｌ井手添・稲嶋さま、本日は講演お世話になります。
Ｌ深田　・ライオンズデー、おつかれさまでした。

中原さん、月見夜例会にようこそ。
Ｌ浜田　・次女の結婚祝、ありがとうございます。
Ｌ羽合　・稲嶋さん、こんにちは。スピーチ楽

しみにしてます。
　　　　・打吹ＬＣ前会長 中原さん、こんば

んは。今日もたくさん飲んで下さい

ネ。かんぱ～い
Ｌ山本弘・竹田様、石賀様、猪亦様、ようこそ

倉吉ライオンズクラブ。
Ｌ山本弘・中原啓介様、倉吉ライオンズへようこそ。
Ｌ穴田　・会報９月号を無事発行出来ました。

原稿をよろしくお願いします。
Ｌ中井　・中原さん、ようこそおいで下さいま

した。有難うございます。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
10月結婚記念日
Ｌ清水俊男　10月16日 Ｌ松井　實　10月３日
Ｌ新藤祐一　10月16日 Ｌ斎藤周作　10月16日

10月生まれの MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私

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

■発行日　第４水曜日（第２例会）

　芸術の秋、スポーツの秋と言われますが、今
年の秋も私にとっては「天高く馬肥ゆる秋」を
過ごしています。
　とにかく、ここ山陰は食べるものがおいしい。
海の幸山の幸すべてがそろっていて感動した記
憶があります。そして、山陽から越
してきて四半世紀を過ぎた今も、そ
の思いは変わりません。
　先日のこと、知人との食事は海の
幸でした。生まれて初めて食べたそ
の食材は「こぶ鯛」。前日に釣った
という80㎝級の「こぶ鯛」をコー
ス料理に仕立てて二人でいただきま
した。

　兜煮から始まって刺身、焼き物、茶わん蒸し、
吸い物、寿司と続くのですが、食いしん坊の私
もさすがに完食できませんでした。召し上がっ
たことがある方ならおわかりかと思いますが、
「こぶ鯛」の顔の部分のコラーゲンの量が半端
じゃないのです。上質のステーキ300グラム分
は確実にあります（なんといっても80㎝級で
すから）。しかも美味しいから後先考えずに食
べてしまう。という具合で茶わん蒸しあたりで、
もう胃は破裂しそうでした。秋の食事はゆった
りした服装で臨席せねばならぬと実感する食事
でした。

》次回はＬ東田にリレーします

リレーリレーリレー 会員コーナー
　会員の皆さんが思っていること、趣味、コレクショ
ン、家族、ペットなどなど…

天高く馬肥ゆる秋
Ｌ 李 　 生 美

「あっ足がつりそうです。」
学生時代の６年間は体操競
技をやっていました。この
頃は、スポーツ刈りでがん
ばっていたようです。今は、
ぶらさがるだけでも、次の
日がたいへんなことになる
でしょう。
Ｌ穴田　守（Ｓ30.10.18生）


