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納涼例会
2016年８月10日

ホテルセントパレス倉吉

高額落札で
大盛り上がり

計画委員長
Ｌ 明 里 　 寛

　８月10日㈬に納涼例会がセントパレス倉吉に
て開催されました。

　加藤第一副会長の挨拶で、盛大に懇親会がス
タートいたしました。
　計画委員として初仕事ということもあり、当
日はかなり緊張しましたが、皆さまのご協力並
びに、楽しい雰囲気で会が進行したことに感謝
の気持ちでいっぱいです。
　恒例のオークション大会では、皆様からの
提供品が次々と高額落札され大盛り上がりの
中ビッグドネー
ションを集める
ことが出来まし
た。
　美味しい食事
をいただきなが
ら楽しい会話が
弾み、すごく楽

ガバナー公式訪問
2016年９月９日
倉吉シティホテル

日本一元気な
地区に

幹　事
Ｌ 中井修二郎

　ライオンズクラブ国際協会336Ｂ地区の今年
度ガバナーに就任された大谷博氏の公式訪問合
同例会が、９月９日倉吉シティホテルで開催さ

れました。例会に先立って行われた7R-2Zのク
ラブ３役との懇談会では、「Efort to Change」
のガバナー・スローガンにあるように、各クラ
ブが本年度の取り組みをパワーポイントを使っ
たプレゼンテーション形式で発表するなど、こ
れまでにはなかったアクティブなスタイルが取
られました。
　そして合同例会の挨拶の中で大谷ガバナーは
まず最初に、名越元国際理事のおられるこの
7R-2Zを実は一番最初に訪問したかったという
お話しされ、私達への期待の大きさを感じまし
た。またＬＣ創立100周年記念336Ｂ地区一斉ア
クティビティ『クリーンアップ大作戦』を実施
する事を発表され「この地区を日本一元気な地
区にしたい。それは一人の力ではできない。ぜ
ひ皆さんの力を貸してほしい」と熱い思いを語
られました。
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しい時間を私自身も過ごすことが出来ました。
　宴たけなわの中、山本前会長の閉会挨拶とラ
イオンズローアで、あっという間に終ったよう
な感覚でした。

　会員の皆様、ＬＬの皆様にたくさんご出席い
ただきありがとうございました。
　これからも楽しい会を計画して行けるよう、
がんばります。

熊本地震被災建築物応急
危険度判定について

Ｌ 井手添　誠

　８月第２例会で、会員スピーチをさせていた
だきました。
　今年４月に起こった、熊本地震より、すでに
４ヶ月も過ぎてしまいましたので、応急危険度
判定の話をしても、関心が薄れていると思いま
したので、熊本地震による建物被害の調査結果
から、耐震性の問題を話させていただきました。
　今回の地震では、震度７が２回襲った初めて
のケースでしたので、耐震性があると考えてい
た建物が、多く壊れました。また、東日本大震
災より言われていますが、長周期地震動が今回
も見られました。建物には固有の揺れやすい固
有周期があります。地震波の周期と建物の固有

周期が一致すると共振して、建物が大きく揺れ
ます。
　よく報道されている「南海トラフ地震」も
昭和東南海地震より72年を経過しました。近
年は､ 100年周期で起こっていることを考
えると、それこそ、いつおこってもおかし
くない状況です。南海トラフ地震は、鳥取
にはあまり関係のないように思われますが、
前回の1944年に起こった昭和東南海地震でも、
その１年前に鳥取地震が起こっており、無縁で
はないと考えられます。日頃の準備を進めてお
きたいと思いました。

会員スピーチ（８月第２例会）



LIONS KURAYOSHI

4

■ ８月第２例会 ８月24日㈬（第1361回）

実出席　75％ メーキャップ後　75％
ドネーション　13,000円
【幹事報告】
１．ボブ・コーリュー国際会長より百周年記念

ニュースレターが届きました。
２．キャビネット事務局より第１回キャビネッ

ト会議 議事録が届きました。
３．会員カードはライオンズクラブのメンバー

として公式な行動をとる時、必ず携行してく
ださい。

４．合同（会報・計画）委員会
　　日時：平成28年９月７日㈬　12：00～
　　場所：倉吉ライオンズクラブ事務所
５．山上憶良伯耆守赴任1300年記念事業 第５

回 山上憶良短歌賞
　　テ ー マ：「家族」
　　受付期間：平成28年９月１日～11月30日
　　応募方法： 倉吉市立図書館に郵送か持参、ま

たは専用ホームページより応募
　　　　　　　〒682-0816 倉吉市駄経寺町187-1
　　　　　　　http://www.lib.city.kurayoshi.lg.jp/
　　表彰式・講演会：平成29年３月26日㈰

倉吉交流プラザ
　　　　　　　　　　講師　永田和宏氏
　　＊奮ってご応募ください。

理 事 会 報 告 ８月10日開催
１．新会員研修について

　入会３年までの会員を対象に今年度10月中
旬頃に実施することが承認されました。

２．新会員候補者紹介について
　会員に案内することが承認されました。

３．ライオンズデー植樹について
　文化財課より平成28・29年度の２年間、国
府跡には植樹はせず、伐採整備をするので、
その代わり、くら用心に「紅梅の木」を植樹
していただけないかと提案がありました。ラ
イオンズクラブ国際協会100周年記念事業と
して実施する方向で、詳細は今後詰めて、
再度理事会に諮ることが決まりました。

■ ９月第１例会 ９月９日㈬（第1362回）

実出席　83％ メーキャップ後　87％
ドネーション　130,000円 ファイン　900円
【幹事報告】
１．国際本部より下記のアワードと文書が届き

ました。
①『2015-2016年度100周年記念奉仕チャレン

ジ及びレガシー・プロジェクトアワード』
②ニュースレター９月号

２．山田實紘LCIF理事長よりメッセージが届
きました。

会 長　Ｌ深 田 　 孝

　土用の丑の日、うなぎを
食べる習慣があります。
　これは江戸時代、夏の時
期に脂の乗ってない、売れ
ないうなぎの販売促進で平

賀源内が考え付いたとされています。
　うなぎは秋から冬で脂が乗っていて旬と言え
ます。
　ビタミンＢが豊富で栄養価が高いとも言われ
ていますが、穴子もうなぎと変わらないぐらい
の栄養価があります。県内の美保湾で獲れる穴
子は地理的にも近く鮮度のいいモノが食卓に届
きます。穴子は鮮度が落ちるのが早く「足が速
い」と言われ、独特なアンモニア臭の臭みが出

ます。そういう意味でも近場で獲れることはい
いことでしょう。
　穴子はうなぎの様な蒲焼にはあまりせず、煮
穴子として食すのが一般的ですが、蒲焼にして
も美味しいです。うなぎは稚魚の乱獲や中国な
ど他国の消費量増加にともない価格が高騰して
います。穴子についてもうなぎ価格と連動する
形で高値にはなっていま
すが、まだ安くうなぎの
半値程度です。穴子もこ
れから旬を迎えます。食
べてみてはいかがでしょ
う、おいしいですよ。

旬の
魚

事 務 局 だ よ り
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３．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①国際本部から会員委員長あてのGMTレ

ターならびに『商標に関する方針』改訂の
連絡

②『FWT全日本女性フォーラム in 東京』開
催のご案内

　日時：2016年10月21日㈮ 13：30～16：30
　会場：東京・衆議院・憲政記念館　講堂
　基調講演： ミセス　グッドラン・ビョート　

イングバドラー国際第２会長
　特別講演：小池ゆり子東京都知事

（東京ウィルＬＣ）
　参加費： 無料（＊参加者全員一律に＠15,000

円をキャビネットより支給）
③環境保全委員会から四献登録状況の調査結

果と報告・御礼文書
④キャビネットニュース８月号

４．7R-2Z・ZC　Ｌ美甘憲臣よりライオンズデー
新聞広告掲載について（ご依頼）が届きました。
＊掲載予定は10月８日近辺で調整中です。

５．7R-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

　　日　時：平成28年９月26日㈪
　　　　　　◆受付　18：00～18：30
　　　　　　◆会議　18：30～19：30
　　　　　　◆食事　19：30～21：00
　　場　所：ホテルセントパレス倉吉
　　来　賓： 元国際理事・地区特別顧問、元地

区ガバナー、７Ｒ地区役員・委員
　　出席者： 7Ｒ-2Ｚ・ZC、各クラブ会長、幹事、

会計、会員委員長、事務局員
　　ホスト：倉吉ライオンズクラブ
６．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㈰　13：30～

＊雨天中止
　　場　所：潮風の丘とまり
　　ホスト：倉吉打吹ＬＣ
７．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより

普及啓発のためのポスターが届きました。

LIONS CALENDAR（10月行事予定）

ライオンズカレンダー
10月８日㈯　ライオンズデー
　　　　　　13：30～　法華寺畑遺跡
　　　　　　定例理事会
　　　　　　17：30～　清水庵

　　　　　　10月第１例会（月見例会）
　　　　　　18：30～　清水庵
　　18日㈫　会長杯ゴルフコンペ
　　　　　　大山平原ゴルフクラブ
　　23日㈰　４クラブ親善グランドゴルフ大会
　　　　　　13：30～　潮風の丘とまり　
　　26日㈬　10月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　30日㈰　４クラブ合同アクティビティ献血
　　　　　　9：30～　倉吉未来中心

８月

優しい気持ち事業
・視覚障がい者の人に手をかしてあげました。
・進行ガンの方をお見舞いに行き、大変喜ばれ

た。
・天皇陛下のお言葉を聞き、陛下が国民を思わ

れるお気持ちに、優しさを感じました。
・100歳近き母が転び手術をし、一命を取りと

めました。
・本日の例会は駐車場がいっぱいでした。会場

前のサークルビルも空きがありませんでした
が、コンビニの前が１台だけ空いていました。
他に止める場はなかったですが、お店の前で
したので、外の場所をさがすことにしました。

・迷った観光客に道を教えてあげました。
・病院で席を譲りました。

ドネーション

ありがとうございました
倉吉打吹ＬＣ　山本　昌様
　　　　・８月第２例会に参加させて頂いて。
Ｌ藤田
Ｌ清水　・体脂肪21％に成りました。目標は

20％を切る事。
Ｌ北村　・トウモロコシがアナグマかハクビシ

ンにやられて全滅です。がっかりし
ていましたが、北海道からトウモロ
コシが届きました。捨てる神あれば、
なんとかです。

Ｌ山本彰・ヘソのカットバン、今日外れました。
（胆石手術）

Ｌ多田　・100才近き母が頭の手術をし、一命
を取りとめました。

Ｌ井手添・本日の例会で会員スピーチをさせてい
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ただきます。よろしくお願いします。
Ｌ深田　・山本昌会長、ようこそ。
Ｌ羽合　・打吹　山本会長、一年間がんばって

下さいネ。
Ｌ山本弘・山本昌様、倉吉ライオンズへようこ

そ。
Ｌ穴田　・無事、会報８月号を発行出来ました。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
９月結婚記念日
Ｌ東田幸一  ９月30日 Ｌ杉本一孝  ９月18日

９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）

　昨年７月の事業承継から１年経過しました
が、65歳での交代は予め決めていた事で後継
者へのバトンタッチを最優先にしたことが、私
の再スタートに繋がりました。
　思い起こせば、ひたすら目先の経営に偏り、
初心とは大きくかけ離れ、その中でも念願で取
得した植木畑のなんとも半端な姿に30年の疲
弊を感じたことが、自ずと足を踏み出すきっか
けと成り、昨年の秋から剪定・根回し作業を始
め30年、50年の大系で夢をつなぎたいと思っ
ています。
　畑を見渡し魅力的な樹をひろって見ました。
自生のヤマザクラ（樹高15ｍ）、太い大径木のク
ス（幹直径80～90㎝）、クヌギの生垣（樹高12

ｍ垣延長30ｍ、カシの防風垣（樹高10ｍ垣延長
200ｍ）又樹齢100年以上で今年も見事に咲い
ている紅と白のサルスベリ等有り、今後のシン
ボルツリーや見せ場に成る事と思っています。
　畑は、会社から車で５～10分、仙津と言う
山の中ほど（標高110ｍ）にあります、面積0.7ha
の一枚畑、延長200ｍ、植栽樹種は200種を超
えます。
　日々の作業は体力にあわせ1日４時間とし、
愛犬アイ（四国犬♀３歳）を供に出かけ、畑に
着くと車から飛び降り、全力疾走を繰り返し水
を飲むと傍に来て帰り時間を待ちます。
　この植木畑は生産に留まること無くスタッフ
の研修・研鑽の場としても活用したいと思って
います。何年後に機会があればご案内させて頂
きたいと思っています。仙津山の仙人のたわご
とでした。

》次回はＬ李にリレーします

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…

この道を行く
Ｌ 清 水 俊 男

こんな時がありました。た
ぶん高校１～２年。ハマグ
リ獲りかな？
Ｌ加藤康彦（Ｓ36. ９.23生）


