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ライオンズクラブ国際協会336-Ｂ地区

第63回 地区年次大会

2017年４月８日㈯・９日㈰

岡山シンフォニーホール

ナー交代劇です。
式典ではガバナー特別大賞の倉吉北申請の
「人と動物の未来センター・アミティエ」理事
長 山根義久様へ授与があり、平和ポスターコ
ンテストでは中学生優秀賞に倉吉グレートより
北溟中の石橋さん、佳作に倉吉グレートより西
郷小の名子平さんが選ばれ、地元ライオンズと
して少し嬉しく、長時間椅子に座りっ放しの腰
痛も少し解消。
例年より一週間くらい早めの開催と一週間く
らい遅めの桜の開花と重なり、満開の桜と出会
えました。（花見客の車のラッシュで直接見る
事は出来ませんでしたが）
来年はより多くの人数で参加しましょう。

再度ライオニズムに
目覚める
副テーマ

Ｌ 小 山 正 人
４月９日 第63回地区年次大会に岡山シン
フォニーホールへと総勢８名にて行って来まし
た。天候に恵まれ、それなりに…。ずっと前は
バスを仕立てて繰出し、帰りのバス内で反省
会・帰ってからは慰労会と意気盛んなクラブで
あったように記憶していますが？行かなくても
との思いなのか、仕事・家庭の都
合なのか、年々参加人数が減って
きていますね。
オープニングセレモニーが一つ
省略になるハプニングがありまし
たが、336-B地区ライオンズメン
バーが一同に集い、少し大きめな
音響の中、再度ライオニズムに目
覚めるという集団意識の再生には
欠かせないイベントの中でのガバ
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優しい気持ちでウイーサーブ
３月第１例会ゲストスピーチ

サクラを通して見えるもの
アーボリテック樹木医事務所

吉岡

枝、横枝も長く伸びていました。脚立の届く高
さが限度なので早い時期に選定が必要なようで
す。
その他にも、根の深さ、樹脂皮のこけ、肥料、
ヤゴ、ヒコバエ、剪定の面仕上げ、冬の剪定は
割れるなどの注意点を受講しました。「腹ペコ
だと良い芸をしま
せん」この言葉に
すべてが隠されて
いるようです。
４月８日、９日
には伯耆しあわせ
の郷でしだれ桜の
里まつりが盛大に
開催されるそうで
す。受講の内容を
確かめながら、家
族で花見に行こう
と思っています。

吉岡樹木医の
講演を聞いて
前会長

Ｌ 山 本

武雄 様

彰

３月の例会で樹木医師の講演が聞かれるとい
うことで前々から楽しみにしていました。「サ
クラを通して見えるもの」という演題でした
が、特にしだれ桜についてのお話が多かったよ
うです。この桜は台木に接ぎ木をしてできた品
種で日本だけにあり、上に伸ばす遺伝子がな
く、下に垂れる習性を持つそうです。直線で上
に伸びる枝、横通しの枝は成長・美観に反する
類なので、その枝を伐採するそうです。この講
演を聞いて、50周年の記念事業で競技場に植樹
したしだれ桜を見に行ったところ、上部は２又

３月第２例会ゲストスピーチ

鳥取県中部の発展に向けて
～倉吉北高等学校の果たす役割～
学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

校長

横山

尚登 様

行ってしまう。又、倉吉、東郷の子どもは、附
属中など東部に行く、そんなこんなで中部の高
校が手薄になってしまう。なんとかせねばと倉
北は私立でもあるので、踏ん張らねばと努力し
ている。
倉北の子どもは勉強に運動に落ち着いて頑
張っているということでした。

なんとかせねばと
Ｌ 多 田 典 子
倉吉北高校の校長 横山尚登先生に講演をい
ただきました。
非常にやる気に充ち、活気、向上、変革のあ
る先生が１年前の４月より倉北の校長になら
れ、期待が大きくふくらんでいるところです。
まず、中部地区の高校へ進学する子どもが少
ない、そこからお話は始まりました。
というのも赤碕中学校、東伯中学校あたりは
生活圏が西部の方が慣れている関係で西部に
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事 務 局 だ よ り
２．今後の例会計画について
・４月第２例会 ゲストスピーチ
講師：鳥取短期大学 学長 松本典子様
・５月第１例会 会員スピーチ Ｌ加藤和彦
承認されました。
３．花見例会 計画・予算（案）について
承認されました。
４．エキスカーション 計画・予算（案）について
承認されました。

■ ３月第２例会 ３月22日㈬（第1375回）
実出席 77％
メーキャップ後 80％
ドネーション 5,000円
ファイン 900円
【幹事報告】
１．国際本部より ニュースレター３月号が届
きました。
２．山田 實紘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 第４回キャビネッ
ト会議 議案録が届きました。
４．7R-1Z・2Z対抗親善チャリティゴルフ大
会並びに４クラブ親善ゴルフ大会
日 時：2017年５月21日㈰
AM ８：32スタート
場 所：旭国際浜村温泉ゴルフクラブ
湖山コース
ホスト：鳥取ＬＣ・倉吉グレートＬＣ
５．事業委員会より こどものみらい古本募金
活動にご協力をお願いします。
『ISBN』という表示（国際標
回収するもの：
準図書番号）の付いた本・Ｃ
Ｄ・ＤＶＤ・ゲームソフト
回収期間：５月第２例会（５／24）まで

■ ４月第１例会 ４月12日㈬（第1376回）
実出席 76％
メーキャップ後 83％
ドネーション 60,000円
ファイン 600円
【理事会提案】
１．Ｌ杉本 一孝の退会について
承認されました。
【幹事報告】
１．国際本部よりメッセージ並びにニュースレ
ター４月号が届きました。
２．山田 實紘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下記の文書が届きました。
①ガバナー通信 第４弾
②ＧＭＴからのお知らせ文書
③第４回キャビネット会議 議事録ならびに
当日配布文書
④キャビネットニュース３月号
⑤次期クラブ三役研修会開催のご案内

理 事 会 報 告 ３月８日開催
１．平成29年度役員（理事）について
承認されました。

旬の
魚

会 長

Ｌ深 田

もさせたのか？どう考えても相当数の犠牲を
伴ったのではないのかと想像します。
世界でもフグ類が有毒なのは知られており外
国人は有毒種のフグを捌き、有毒部位と無毒の
食用部位に仕分けしてまで食べることまでは考
え付かないし、そうまでして食べないでしょう。
また、日本の一部地域のように猛毒の有毒部位
の卵巣（卵）を何年か糠漬けにし（何故解毒さ
れ無毒になるかわかっていない）食用とするこ
となど思いもつかない事でしょう。
だいいち、命を懸けてまでフグなど食べなく
たって、いいのではないのでしょうか。
ト ラ フ グ の て っ さ、 て っ ち り、 焼 き 白 子、
炙ったヒレ酒、か
らあげ…、とても
美味しいです。毒
によって守られて
いる美味しさと言
えるのではないで
しょうか。
フグを食する為
の知識と技能を伝
えてくださった先
人達に感謝です。

孝

魚は、美味しいのか？
毒を持つ魚種がたくさん
存在しています。よく知ら
れているのがフグ類です。
フグの種類によって毒の
強 さ、 有 毒 部 位 が 違 い ま

す。
同じ種類のフグでも獲れた場所（海域）に
よって有毒になる場合もあるようです。
昔は無毒として食べられていた部位でも日本
への鮮魚輸入グローバル化で外国海域から入っ
て似た魚種で有毒が確認されています。その為
に食用が禁止になった部位もあります。
他に日本国内の検査で弱毒があることが解り
食用から除外された部位を持つフグもありま
す。資格を持ち、経験豊富なお店で、適切に処
理をしたモノを購入してください。
フグの毒素はテトロドトキシンという神経毒
系の猛毒です。
先人は、どのようにして食用のフグを見分け
ていたのか？また、有毒部位と無毒部位をどの
ように仕訳したのか？ 犬猫等の動物に毒見で
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優しい気持ちでウイーサーブ
日時：2017年５月20日㈯
◆受 付 11：30～
◆研修会 13：00～16：00
場所：岡山プラザホテル
４．岡山吉備ライオンズクラブ 会長 太田正
孝 様より
エコキャップ推進運動へのご協力御礼とご
報告が届きました。
５．7R-2Z ４クラブ合同 第５回 薬物乱用防
止啓発活動 開催のご案内
日時：平成29年５月28日㈰
午前９時45分～12時
＊集合：８時45分
場所：倉吉未来中心 セミナールーム１
６．倉吉北ライオンズクラブ 会長 藤井 隆弘 様より
アミティエチャリティーコンサートのチラ
シ配布のお願いが届きました。
日 時：2017年４月16日㈰
開場13：30 開演14：00
会 場：倉吉未来中心 小ホール
入場料：当日 大人2,500円
高校生以下1,500円
＊この度、「人と動物の未来センター・ア
ミティエ」がガバナーズ特別大賞を受賞
されました。
７．桜相撲振興協議会より
第39回櫻杯争奪相撲選手権大会並びに琴櫻
記念中学校相撲選手権大会の出席案内が届き
ました。
日時：平成29年４月23日㈰ ８：00～17：00
場所：倉吉市営すもう広場
＊会長Ｌ深田 孝が出席
８．鳥取県立琴の浦高等特別支援学校より 平
成29年度 鳥取県特別支援学校中部地区就労
促進セミナー ～ワーキングフェスタin「こ
とのうら」～ のご案内が届きました。
日時：平成29年６月６日㈫ 12：30～16：00
会場：鳥取県立琴の浦高等特別支援学校
９． 未 来 ウ オ ー ク 実 行 委 員 会 よ り「 第17回
SUN-IN未来ウオーク」団体申込割引のご案
内とお知らせが届きました。
開催日：平成29年６月３日㈯・４日㈰
参加費：20名以上の団体の場合
（事前申し込み）一般1,500円

LIONS CALENDAR（５月行事予定）

ライオンズカレンダー
５月10日㈬

５月定例理事会
11：20～ ホテルセントパレス倉吉
10日㈬ ５月第１例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉
13日㈯・14日㈰ 複合地区年次大会
広島県呉市
20日㈯ 次期クラブ三役研修会
12：00～ 岡山プラザホテル
21日㈰ 7R-1Z・2Z対抗親善チャリティゴ
ルフ大会・４クラブ親善ゴルフ大
会
８：32～ 旭国際浜村温泉ゴルフ
倶楽部
24日㈬ ５月第２例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉
28日㈰ ４クラブ合同献血奉仕
９：30～ 倉吉未来中心
４クラブ合同 第５回薬物乱用防
止啓発活動
９：45～ 倉吉未来中心

３月

優しい気持ち事業
・当社社員が道端で倒れている女性を見つけ、
速やかに救急車を呼び、人命救助を行った。
後日、女性の家族の方よりお礼の電話があっ
た。
・手が不自由で助けていただいてばかりです。
人の優しさがよくわかります。
・車で道を譲りました。

ドネーション

ありがとうございました
倉吉打吹ＬＣ 中原 啓介様
・お世話になります!!
Ｌ安本 ・孫が卒業し、就職しました。
Ｌ清水 ・横山校長先生のお話を聞く機会を得
て。

寄稿 私が思う社会組織に必要と思うこと

意見を聴くため相談を持ちかけ、皆が物事を共
有することで、連絡や自分が何を行ったかを逐
次皆さんに報告することで、会社の人々がお互
いに理解でき、何時にも対応が出来れば自分も
気持ちが良く、又、他人も気持ちよく理解する
ことが出来、喜びが増すことと日頃思っていま
す。
ですから、皆さんの会社にもこの行為を行う
ようにお願いしたい気持ちです。厚かましいと
思われるが、ちょっと参考迄。ありがとう御座
いました。
感謝

Ｌ 安 本 大 治

昔、ある町村役場に飾られていた文書の額が
目につきました。それは「ほうれん草」と書い
てありました。
ほう→報告 れん→連絡 草（そう）→相談
このように添え書きがありました。私は、な
るほどと感銘したことでした。
最近はこの行為や言葉が忘れたような気がし
ています。自分がいつも自分だけでなく、人の
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Ｌ名越宗・娘が無事、高校に入学しました。
Ｌ松井 ・事務所の引越、ご苦労様でした。
・孫が大学を卒業し、就職も決まりま
した。
Ｌ多田 ・横山校長さん、ありがとうございま
す。ハードル日本一でした。
Ｌ井手添・４月９日、伯耆しあわせの郷で、し
だれ桜の里まつりがあり、パネル
ディスカッションのパネラーをしま
した。
Ｌ深田 ・横山校長、本日はありがとうござい
ます。
・岡山西ライオンズ45周年に行ってき
ました。
・地区年次大会と前夜祭に行ってきま
した。
・清水さん、花をありがとうございま
す。
Ｌ羽合 ・中原さん、こんばんは。ゆっくりし
て下さいね。
Ｌ山本弘・新年合同例会でＴＶが当たった後、
年末ジャンボが3,000円当たってい
て、 先 日、 西 日 本 宝 く じ で10,000
円当たりました。今年はついてる
ぞー！
Ｌ中井 ・中原啓介様、今日はようこそおいで
下さいました。楽しんでください。

４月生まれの

MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私

社長就任の頃だと思いま
す。戻れるとしたら、この
時もいいかも程度の事で
す。
Ｌ北村龍一郎（Ｓ29. ４.24生）

日本一になっちゃいまし
た！
Ｌ東田幸一（Ｓ39. ４.19生）

黒髪の私…
Ｌ深田 孝（Ｓ38. ４.15生）

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
私が36歳当時、鳥取トヨタ
自動車㈱勤務で、新車販売
累 計 台 数1000台 達 成、 ト
ヨタ自動車㈱より表彰して
いただいた時の模様です。
Ｌ浜田 勉（Ｓ33. ４.28生）

４月結婚記念日
Ｌ小山正人
４月10日

リレー

て飼っていましたが、
久々に見ると気持ち悪
いとしか思えません。
子どもの手前、勇気を
振り絞って、苦労しな
がら何とか捕まえるこ
とが出来ました。息子
は、何のためらいもな
く捕まえていきます。
私もしばらくすると慣
れてきて夢中になってカブトムシやクワガタを
捕まえました。
子育てを通して、子どもの頃の自分を思い出
したりしている今日この頃です。
》次回はＬ名越宗弘にリレーします

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…

昆虫採集
Ｌ 山本賢一郎
昨年の夏、約30年ぶりに昆虫採集に行きま
した。この様に、子どもが出来たことによって
幼いころにやっていた事を久しぶりにやるとい
う機会が最近多いです。
子どもの頃は昆虫など平気で触っていまし
たが、久しぶりに昆虫を捕まえようとすると、
触れませんでした。昔は大好きで沢山捕まえ

倉吉ライオンズクラブ

例会場／ホテルセントパレス倉吉
6

例会日／毎月第２・４水曜日
■発行日

第４水曜日（第２例会）

