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We Serve
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

■ 国際協会モットー
■ 国際会長キーワード

■ 地区ガバナー・スローガン

成せばなる
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成せばなる

We Serve!
就任挨拶

ご挨拶

７Ｒ－２Ｚ・ＺＣ

地区ガバナー

Ｌ 松 井

Ｌ 太 田 健 一
本年度国際協会は、創立101年目の扉を開き、

實

2017年～2018年7R-2Z・ZCの重責を務めさせ

新たなスタートを切りました。

ていただく事になりました。不安でいっぱいで

私は、ガバナー・スローガンを「成せば成る

すが、各クラブの役員並びに会員の皆様のご協

ウィ・サーブ」、キー・ワードを「家族」「次世

力を得ながら、１年間頑張りますので、宜しく

代」「LCIF」としました。会員減少が続いてい

お願い致します。

る昨今、〝団結〟と〝行動〟の力を合わせて粘

エレクト研修、キャビネット予備会議に参加

り強くアクティビティを続けることで、多くの

してきました。336-Ｂ地区94クラブの地区ガバ

方々から理解され、愛される魅力溢れるクラブ

ナーの太田健一さんは、アクティビティスロー

へ作り変え、会員増強を成し遂げなければなり

ガンを「未来に繋ぐ美しき心と地域」、ガバ

ません。

ナースローガンを「成せばなる

We Serve!」、

『奉仕』は、ライオンズクラブの神髄です。

キーワードを「家族」「次世代」「LCIF」とさ

今期、ナレッシュ・アガワル国際会長のテー

れました。本年度100周年を迎えてのスローガ

マは「ウィ・サーブ」であり、私たちは、この

ンです。

「ウィ・サーブ」の原点を見極め、「温故知新」

リジョン内の状況の問題点、懸念事項をゾー

のもと、未来に繋ぐアクティビティをメンバー

ン内クラブに正確に伝え、会員皆様の要望提案

全員が一丸となって、常に創造していきたいも

等をキャビネットに持ち上げ、意思疎通がしっ

のです。

かりと出来、地域の皆様に心から喜んで戴ける

最後になりましたが、会員皆様方の益々のご

奉仕活動が出来ますように、また、各クラブ会

活躍とクラブのご発展を祈念して、挨拶と致し

長様からは会員増16名を目標にして頂いていま

ます。

す。組織は数からです。数は力です。
また、昨年の中部地震では、大変な被害を受
け、未だ復興の途上ではありますが、共に思い
やり、助け合い、支え合う事を実践し、絆が生
まれたと思います。これからもしっかりと復旧、
復興に頑張りましょう。
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今日の集い 明日への奉仕

今日の集い

明日への奉仕
いらっしゃいます。昨年10月の鳥取中部地震被

●会長に就任して●

害の復興もまだこれからですが、九州地方のこ

就任あいさつ

の度の災害では元通りの姿に出来るものなのだ
ろうかと思わずにはいられません。それほどま
での惨状です。助けを必要とされる数多くの被

第59代会長

災者に対し、何か少しでも出来ることはないの

Ｌ 加 藤 康 彦

かと、皆さんもお思いのことでしょう。

年度が変わり会長に就任させて頂きました。

さて今年度、336B地区7R2ZのZCにＬ松井が

59代目の会長です。伝統と品格のある倉吉クラ

就任されました。９月のガバナー公式訪問に新

ブの会長として、誇りと責任感を持って務めて

年合同例会。ホストクラブとして大変ではあり

参りたいと思っております。ただ、遊び心も忘

ますが、皆さんのご協力よろしくお願いします。

れず、楽しみながら。一年間宜しくお願い致し

最後に、出会いがあれば別れもあるものです

ます。

が、今年度またこのクラブで良き出会いを数多

スローガンは「今日の集い、明日への奉仕」。

く迎えられるよう会員増強に努めましょう。

言葉通りですが、会員全員が元気に集い、力を
合わせて奉仕する。「We Serve」です。ですか
ら例会はもとより、委員会、各事業には極力出

●幹事に就任して●

席して頂きたい。一つにまとまる連帯性、助け

楽しい１年を

合いは倉吉クラブの真骨頂ですから。

幹

今年度の事業は、法華寺畑遺跡の整備、ふる

事

Ｌ 明 里

さと再発ウオークの継続事業に加え、青少年の

寛

健全育成を目指し「少年少女バドミントン教
今年度、幹事を務めさせていただくこととな

室」の開催を計画しました。初めての取り組み

りましたＬ明里寛です。

ですが、皆さんの協力をもって楽しいアクティ

入会して３年目ですが、大役を仰せつかりそ

ビティになるものと思っています。

の責任の重さを強く感じております。

私事ですが、この９月で56歳になります。55

皆様のご指導をいただきながら、加藤会長、

歳のこの一年間は思い出深い年になりました。
ゴーゴーで積極的にチャレンジしていこうと決

穴田会計と共にクラブ運営に全力を尽くしたい

め、大型バイクの免許を取り、ハーレーを購入

と思います。

（順序は逆でした）。隣県までですが少しずつ足

ライオンズの誓いにある、「われわれは知性を

を延ばしています。思いもよらなかったのがゴ

高め、友情と相互理解の精神を養い、平和と自

ルフのホールインワン。それから何をやっても

由を守り、社会奉仕に精進する」この精神を貫

55に取りつかれています。56歳はゴロゴロと穏

き、皆様と共に明るく楽しい１年にしていきた

やかな年になればなあと願いますが、難しいで

いと思います。
あたたかいご支援ご指導をどうぞよろしくお

すかね。

願いいたします。

ところで、この原稿を書いているのは７月10
日。九州地方の破壊的な大雨で、多くの人命が
失われ、住居が壊されそれまで生活の拠点だっ
た集落や農地も土石流や流木で埋め尽くされ、
絶望感をもたずにはいられない被災者が数多く
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受けて頂き有りがとうございました。今年度は

●会計に就任して●

会計ということで自信はありませんが、頑張る

頑張る所存で
ございます
会

所存であります。
本日に至るまでに、岡山での三役新任研修会
に始まり、引継会、理事会、役員会、４クラブ

計

守

連絡会、市長・教育長新任挨拶等々を経て、今

今年度会計に就任しました穴田守でございま

又、今年度はホスト役として倉吉ライオンズ

Ｌ 穴 田

年度を迎えました。
クラブが行う会合がふたつあります。ひとつは

す。
私のスポンサーである今期会長の加藤康彦さ

第１回ガバナー訪問委員会（公式訪問と兼ね

んより三役である会計をやって欲しいとの話が

る）、そしてもうひとつは新年に行われる４ク

あったと思ったら、あれよあれよという間に理

ラブ新年祝賀合同例会が行われる予定になって

事会・例会を経て会計を仰せつかることになり

おり、大変そうです。
加藤会長、明里幹事、そしてみなさまと共に

ました。

今年度一年、楽しい会になる様ご協力よろしく

入会して翌年度に監事、昨年度は会報委員長

お願いします。

を務めさせて頂き、その際には原稿依頼を快く

ら、どんどん登って行きます。設備の整った広

今月のドライブ

いキャンプ場を併設した日帰り温泉に到着で
す。
岡山県下の温泉の中で最も高い場所にある温

大自然を見渡す「天空の湯」
会長

泉で、露天風呂からはパノラマで標高700ｍ級

Ｌ 加 藤 康 彦

の山々が見渡せ、開放感抜群の癒しの温泉です。
ご存知の方もいらっしゃるとはおもいますが、

第１回は岡山県の「のとろ温泉天空の湯」を
紹介します。大型免許を取ってから初めての

皆さんも是非いらしてみてください。本当気持

県外遠征でした。バイクの写真は出発前です。

ち良いから。

ゴールデンウイークの前だったと思います。
国道179号の人形トンネルを抜け、奥津温泉
を通過。苫田ダムの道の駅の少し手前の橋を右
折し、そこから約15分かな。案内標識を見なが
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今日の集い 明日への奉仕

事 務 局 だ よ り
ついてのご報告

■ ６月第２例会 ６月28日㈬（第1381回）
実出席

90％

ドネーション

メークアップ後
22,000円

ファイン

倉吉LC

90％

寄附点数

64冊

寄附金額

714円

３．7R-2Z引継ぎ会の報告

4,200円

【幹事報告】

日時：平成29年６月16日㈮ 18：00～20：30

１．国際本部よりメッセージが届きました。

場所：倉吉シティホテル

２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

報告事項

ました。

①クリーンアップ大作戦（１／22）の図書

①国際会長からのメッセージ

並びに古紙提供について

②ガバナー通信第５弾

・こども未来古本基金へ122冊を寄附（寄
附金額：2,156円）

③2017-2018年度336-Ｂ地区役員・委員 役職

→金額については４クラブで折半し、

別 名簿ならびにクラブ 名簿
④2017-2018年 度

アクティビティとする。

地区ガバナー公式訪問

・ 古 紙（ 松 井 商 店：3,900円、 倉 吉 市：

出席のお願い

2,340円）

公式訪問日：2017年９月８日㈮
懇談会

→合計6,240円はゾーン会計に繰り入

16時00分～17時30分

れました。

公式訪問例会

②薬物乱用防止啓発活動（５／29） 決算

18時30分～19時30分

について

会場：ホテルセントパレス倉吉

承認されました。

⑤2017-2018年度公式訪問質問書

③鳥取県中部地震義援金について

⑥認定特定非営利活動法人 アジアチャイル
ドサポートより

◆336-Ｂ地区より

感謝状並びに御礼状

80万円

10／28平和ポスター展示会場に地区

⑦FWT 書き損じ葉書・未使用切手回収事業

三役が来られ、美甘ZCが受け取られ、

についてのご報告
カトマンズ市内（スリランカ）にある

１市（倉吉市）４町（三朝町、湯梨浜

HIV感染者保護施設での支援人数：倉吉

町、北栄町、琴浦町）へそれぞれ16万

LC

円を鳥取県中部地震復興支援金として

４名

贈呈。（Ｈ28.11.15

⑧『子供の未来応援国民運動』～古本募金に

他）

倉吉ＬＣ女子部のつぶやき
植えに行くアクティビティがあり、遠山正瑛先
生に指導され、３～４回は植樹に行きました。

つぶやき

とても楽しく有意なクラブの活動でした。私も
植樹の冊子も作りました。
しかし、今、70才どころか80才にならんとし

Ｌ 多 田 典 子

ています。組織図を見ても、会報委員会は女性
がかためられています。僅少の女性です。バラ
ンス良く、所属させていただきたかったと終り

平成11年に倉吉ライオンズクラブに入会いた

近くになって、つぶやいています。

しました。その頃、女性は70才迄と、ある会員
から聞いたものです。中国のクブチ沙漠に木を
5
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◆333複合地区より
◆7R-1Zより

100万円

■ ７月第１例会 ７月12日㈬（第1382回）

214,000円

◆東京足立中央LCより

10万円（内２万

実出席

円を湯梨浜みらいLCへ）

87％

メークアップ後

ドネーション

93％

37,000円

多数決により、鳥取県に鳥取県中部地

【理事会提案】

震義援金として寄贈することが決ま

１．平成28年度決算・会計監査報告について

り、大谷地区ガバナーより平井知事へ

承認されました。
２．平成29年度予算（案）について

贈呈。（Ｈ29.1.24）
◆地区ゴルフ大会チャリティ金

20万円

承認されました。
３．倉吉ライオンズクラブ終身会員内規の改訂

336-Ｂ地区年次大会（４／９開催）に

について

おいて、元国際理事・地区特別顧問Ｌ
名越

勉が大谷地区ガバナーより受け

承認されました。
４．Ｌ安本大治

取り、伝統的建造物群保存地区の復旧・
復興に対する支援のため、倉吉市へ贈

承認されました。
５．入会候補者について

呈。（Ｈ29.5.15）
４．第１回

４クラブ連絡会議

有限会社 安本設計事務所

日

時：平成29年７月４日㈫

場

所：ホテルセントパレス倉吉

18：30～

代表取締役

出席者：次期7R-2Z・ZC、４クラブの会長・
幹事・会計
５．平成28年度

＊入会式

８月９日㈬

＊スポンサー

Ｌ加藤康彦

山下正喜 様

承認されました。

会計監査

日時：平成29年７月５日㈬

【幹事報告】
１．前 山田 實紘LCIF理事長よりメッセージが

12：00～

届きました。

場所：ホテルセントパレス倉吉
６．平成29年度

終身会員の申請について

臨時理事会

日時：平成29年７月６日㈭

２．336-Ｂ地区 地区ガバナーＬ太田

り委嘱状ならびに任命状が届きました。

12：00～

場所：倉吉未来中心 セミナールーム６
７．鳥取県福祉保健部長より

健一よ

委嘱状

2017-2018年度336-Ｂ地区特別顧問

「ダメ。ゼッタ

Ｌ名越

イ。」普及運動の実施について（依頼）が届

任命状

きました。

勉

2017-2018年度336-Ｂ地区
7R2Zゾーン・チェアパーソン

６.26ヤング街頭キャンペーン（中部）
日時：７月16日㈰

Ｌ松井

午前10時～正午

任命状

場所：パープルタウン

實

2017-2018年度336-Ｂ地区
7R-GMTメンバー

Ｌ松井

實

３．国際本部よりアワードが届きました。

理 事 会 報 告 ６月14日開催

100周年記念会員増強賞（ゴールド・ピン）

１．引継例会

100周年記念会員増強賞（シルバー・ピン）

Ｌ山本弘美

計画・予算（案）について

承認されました。
２．エキスカーション

Ｌ山本
決算について

彰・Ｌ戸﨑隆之・Ｌ加藤康彦

４．キャビネットより下記の文書が届きました。

承認されました。

①第56回台南・高雄OSEALフォーラム 336-

３．ドネーションの運営費への繰り入れについて

Ｂ地区スペシャルツアーのご案内

承認されました。

②次期キャビネット会議 議案録ならびに議
事録と当日配布資料
③キャビネットニュース６月号
５．7R MC委員 Ｌ川部
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今日の集い 明日への奉仕
1 アクティビティ・新入会員・周年記念式典

LIONS CALENDAR（８月行事予定）

の寄稿について（お願い）が届きました。
６．第１回

ライオンズカレンダー

４クラブ連絡会議の報告ならびに

決算報告

８月９日㈬

日時：平成29年７月４日㈫

17：30～

18：30～
９日㈬

場所：ホテルセントパレス倉吉
７．平成28年度

８月定例理事会

年間皆出席者・下半期皆出

８月第１例会（納涼例会）
18：30～

席者は以下のとおりです。

23日㈬

ホテルセントパレス倉吉

８月第２例会
12：15～

☆年間皆出席者（13名）…

ホテルセントパレス倉吉

ホテルセントパレス倉吉

Ｌ安本・Ｌ小山・Ｌ河本・Ｌ松井・Ｌ北村・
Ｌ山本彰・Ｌ多田・Ｌ井手添・Ｌ深田・

MEMORIAL DAY

Ｌ加藤康・Ｌ穴田・Ｌ明里・Ｌ新谷

おめでとうございます

☆下半期皆出席者（２名）…

７月誕生記念

Ｌ羽合・Ｌ中井
８．第67回 社会を明るくする運動 倉吉市推進

Ｌ名越

委員会より資料が届きました。
９． 中 国 電 力 ㈱ 倉 吉 電 力 所 よ り「 碧 い 風 」

勉

７月30日

Ｌ藤田義彦

７月24日

Ｌ戸﨑隆之

７月11日

Ｌ新谷昌二

７月２日

Ｌ本田亮陛

７月24日

VOL．90が届きました。

ドネーション

ありがとうございました

理 事 会 報 告 臨時理事会 ７月６日開催
１．引継例会

決算について

Ｌ藤田

承認されました。
２．平成29年度

会報委員会

Ｌ安本
年間計画につ

・終身会員に認められて。

いて

Ｌ清水

承認されました。
３．平成29年度

計画委員会

・皆出席賞をいただいて。
・エキスカーション、家族一同御世話
に成りました。

年間計画につ

Ｌ小山

いて

・倉吉市と「災害時応援協定」を締結
する事が出来ました。

承認されました。
４．平成29年度

事業委員会

Ｌ河本
年間計画につ

・倉吉LCの加藤康彦ホールインワン
コンペで優勝しました。

いて

・年間皆出席者賞をいただきました。

承認されました。
５．平成29年度

Ｌ松井

資源回収事業実施について

日本鉄リサイクル工業会の全国大会

各委員会で月ごとに担当していただくこと

で、業務奨励により表彰して戴きま

が承認されました。

した。

６．取引銀行について下記の通り、承認されま

・ゾーン・チェアパーソン、１年間お

した。
倉吉信用金庫

役に立てればと思います。どうぞ、
うつぶき支店

よろしくお願いします。

運営費会計・事業費会計・因伯子供学

Ｌ北村

園自立支援基金
山陰合同銀行

・手前みそですが、６月28日、東京で

・一年間ありがとうございました。
・山本さん、初ツイスターがんばって

倉吉西出張所

下さい。

運営費会計（振込専用）・周年事業積立

Ｌ山本彰・シルバー賞、ありがとうございまし

金

た。
Ｌ多田
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・皆勤賞をもらいました。

LIONS
Ｌ戸﨑

KURAYOSHI

・今年一年、役員の方々、おつかれ様

Ｌ羽合

・深田会長、中井幹事、山本会計、各

でした。先日の18日に行なわれた倉

委員長さん、一年間お疲れ様でした。

吉銀座ウェディング、皆様のおかげ

・加藤会長の門出を祝して。がんばっ

で、盛況の内に終る事ができました。

てね～

ありがとうございます。

Ｌ山本弘・無事、一年間、会計のお仕事を終え

・100周年会員増強賞（シルバー・ピ

る日がやってきました。皆様、どう

ン）をいただきました。

もありがとうございました。

Ｌ井手添・深田会長と役員のみなさま、一年間

Ｌ山本賢・微力ながらテールツイスターとし

ごくろうさまでした。

て、皆を盛り上げていきたいと思い

・年間皆出席者表彰をいただきまし

Ｌ深田

ます。１年間よろしくお願いします。

た。財務・会員・会則委員長をさせ

Ｌ山本庄・深田会長、一年間、大変おつかれさ

ていただきます。一年間よろしくお

までした。次年度は、計画委員長を

願いします。

拝命しました。がんばってまいりま

・監査会も終えて、やっと会長職を送

す。

ることが出来ました。加藤会長の新

Ｌ新谷

・前任の長井さまからの伝言「この度

たなご活躍を応援します。ありがと

の異動で、広島市のエネルギアL&B

うございました。

パートナーズへ転籍となりました。」

Ｌ加藤康・深田会長、中井幹事、山本会計、一

との事、皆さんへよろしくとの事も

年間お疲れ様でした。ホッとされて

言われてました。

ることでしょう。
・一年間、会長を務めさせていただき
ます。良い思い出になるよう楽しみ
たいと思います。よろしくお願いし
ます。

私のこだわり 会員リレー

した。子供たちが社会人となり、私たちの手か
ら離れた平成10年にこの話が戻ってきました。
考えてみると約束をした年から27年たってい

会員の皆さんのこだわりを紹介します。

いつまでもこだわっていた
Ｌ 山 本

ます。家族で国内の旅行は出かけていますが、
夫婦で海外に出かけたことはありませんでし

彰

た。家内が、いつまでもこだわっていた、覚え

私は昭和48年11月に24才と10ヶ月で結婚し

ていた、ありがとう感謝しています。

ました。新婚旅行は車で九州一回りを予定しま
したが、大きなオイルショックの時期で、飛び
込みのお客さんは給油がことわられる、やっか
いな時期でした。ホテルから紹介を受けたり、
高速道路の給油所を探しながら、何とか無事に
帰ることができました。この次はどこに行こう
かとの話になり、次は「ナイアガラの滝」につ
れて行くと言ってしまいました。その後、子供
ができ、学校が始まり、子育ての年月が流れま

倉吉ライオンズクラブ

》次回はＬ浜田にリレーします

例会場／ホテルセントパレス倉吉
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例会日／毎月第２・４水曜日
■発行日

第４水曜日（第２例会）

