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大谷地区ガバナーはじめキャビネット三役が
お見舞い訪問されました

４クラブ合同国際平和ポスターコンテスト
2016年10月28日～11月４日　パープルタウン
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入会式
10月第２例会　ホテルセントパレス倉吉

入会のご挨拶

新会員
Ｌ 本 田 亮 陛

　「成果とは常に成功する事ではない。そこに
は、間違いや失敗を許す余地がなければなら
い。」経営学者ピーター・ドラッカーの言葉で
す。私は、今までの経験上成功の数より失敗の
数が多いと思っています。何事にも屈せず「挑
戦」する意欲があることで、物事が成功になっ

たり、失敗になったりするのであります。何
も行動しないのは、失敗するよりダメな事で
す。ライオンズクラブにて多くの方と接してい
く中で、自分磨きもしたいと考えます。また、
We！の重要性。一人ではなく、みんなで協力
していく。たくさんのココロ配り、気配りを皆
様と共有して発信していきたいです。これから
末永いお付き合い宜しくお願い致します。

10月第２例会ゲストスピーチ

電力小売の
全面自由化について
中国電力㈱倉吉営業所　所長　鹿嶋慎一郎	様

講演を聴いて

Ｌ 新 谷 昌 二

　冒頭、この度の地震において、地震発生時に
停電を発生させご迷惑をお掛けしたお詫びと、
地震発生後３時間半で電気を復旧させたことの
報告がありました。
　その後、講演に入り、2016年４月１日から電
力の小売全面自由化されたことについて、経済
産業省の公表資料を基にわかりやすく解説をし
て頂きました。
　電力小売の自由化については、2000年３月か
ら段階的に自由化されてきており、この度の自
由化で契約50kW以下のコンビニ・町工場・ご
家庭が自由化されたことや、どの小売事業者か

ら買っても電気の質は変わらないことなどの説
明があり、その後、電気の小売事業者と契約す
る際に消費者が注意することや国民の皆様から
多く寄せられるご質問・お問い合わせを紹介さ
れました。
　最後に、今後不明な点は倉吉営業所にお問い
合わせくださいと締めくくられました。
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会 長　Ｌ深 田 　 孝
　ノドグロは、山陰はもと
より福井、石川、新潟など
日本海を代表する高級魚で
す。
　テニスの錦織圭選手が国
際大会で優勝のコメントで

「ノドグロが食べたい～」と話したことと、某
カード会社のＣＭで取り上げられたことで全国
的に有名になりました。
　近年は漁獲量が少なくなっており、魚体の大
きな個体もめっきり少なくなりました。
　１㎏を超えるものは１万円以上の値が付きま
す。
　ノドグロは正式に和名では赤ムツと言いま
す。黒い色の黒ムツとの違いは歯に犬歯が有る
か無いか、黒か赤かでわかります。ノドグロに

は犬歯はありません。
　身質は白身でとても脂はのっており小型でも
とても美味しいです。
　特に刺身はぜっぴんで魚屋さんは白身のトロ
と呼びます。皮も美味しく炙ってタタキにして
良く、ポン酢で食べるととても美味しいです。
　１焼き、２生、３煮付けと言いますが、炙り
タタキは１と２でとても理にかなった食仕方だ
と思います。
　魚屋の私もめったに１㎏を超えるノドグロに
は最近とんと
お 目 見 に か
か っ て ま せ
ん。というか
…値段が高く
て手が出ませ
んね。

旬の
魚

倉吉LC会長杯ゴルフコンペ
2016年10月18日
大山平原ゴルフクラブ

会長杯ゴルフコンペ
を開催しました

第一副会長
Ｌ 加 藤 康 彦

　秋晴れの10月18日㈫、ゴルフ同好会恒例の会
長杯ゴルフコンペを大山平原ゴルフクラブで開
催しました。
　参加者は残念ながら都合の付かない方もおら
れ７名と、少し寂しいものでしたが、何年ぶり
にクラブを握ったという深田会長、ゲストで倉
吉打吹ライオンズクラブからＬ中原に特別参加
していただき、和気あいあい一日楽しくプレー
することが出来ました。
　結果、優勝は私と思いきや、グロスで私より
１点悪いゲストのＬ中原がさらっていってし
まわれました。さ
んすいさんの豪華
優勝賞品だったの
に。おめでとうご
ざいました。
　懇親会には、コ
ンペに参加出来な
かったＬ河本、Ｌ

北村も出席され、賑やかにお酒を酌み交わしま
した。また次回よろしくお願いします。

深田会長杯に
参加して

倉吉打吹ライオンズクラブ
Ｌ 中 原 啓 介

　10月18日晴天の中、大山平原ゴルフクラブに
てプレーをさせて頂きました。
　月見例会のメークアップの折、加藤・深田氏
より誘いがあり、私も決して嫌いではないゴル
フの話なので即答で参加を申し込みました。結
果は、皆さんに華を持たせて頂き、優勝させて
頂きましたが、宿敵の加藤氏に一打及ばず悔し
い思いを残しながらも表彰式・懇親会は楽しく
過ごさせて頂きました。ありがとうございまし
た。
追伸　深田会長のなべ奉行はあっぱれでした。
　　　シングル級ですね。
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■ 10月第２例会 10月26日㈬（第1365回）
実出席　73％� メーキャップ後　77％
ドネーション　26,000円� ファイン　1,200円

理 事 会 報 告 臨時理事会　10月26日開催
【理事会提案】
１．10.21地震の被害状況について
　　被害状況をお知らせください。
２．事務所移転について
　　移転候補地の情報をお寄せください。
３．ふるさと再発見お散歩ウオークについて
　地震のため、中止とすることが承認されました。

４．LCIF50ドル献金について
　来年度まで延期することが承認されました。

【幹事報告】
１．国際本部より　ニュースレター10月号が届きました。
２．キャビネット事務局より　下記の文書が届きました。
①336-Ｂ地区キャビネット事務局メールアドレスなら
びに336-Ｂ地区ホームページリニューアルのお知らせ
　【新メールアドレス】info@lc336b.jp�
　【新URL】　　　　　�http://lc336b.jp/
②335-Ａ・Ｄ／336-Ｂ地区交流会�開催のご案内
　日時：2016年11月24日㈭
　　　◆受　付　15：30～
　　　◆講演・ワークショップ� 16：00～18：00
　　　◆懇親会　18：10～20：00
　場所：ホテル日航姫路（姫路市南駅前町100）
③第２回キャビネット会議議事録ならびに当日配布資料
④100周年記念事業について（ご報告とお願い）
⑤2016-2017年度　ライオンズ環境保全写真
コンテストについて
　＊�自然（植物、動物、気象現象等）をテー

マとした写真をご応募ください。
　　応募締切日　2016年12月28日㈬
⑥2017年　夏期YCE派遣生募集について
⑦冬期YCE来日生受入のお願い
⑧冬期YCE派遣受入オリエンテーション　
開催についてのご案内
　日時：2016年11月３日㈭　13：30～15：30
　場所：岡山国際交流センター（岡山市北区奉還町２丁目2-1）
⑨眼球・臓器提供意思表示ならびに眼球提供
申込用ハガキの記入について
⑩第63回年次大会事務局　開局のご案内
⑪2016-2017ライオンズ必携第56版主な改訂箇所一覧表

３．ガバナー公式訪問決算報告書
４．国際平和ポスター展の日程が変更になりました。
　期間：平成28年10月28日㈮　15：00～
　　　　　　　　11月４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28日㈮　14：00～
　撤去作業：11月４日㈮　14：00～

５．7R-2Z ４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕ならびに
鳥取県臓器移植キャンペーン（10／30）は中止となりました。

６．倉吉北ライオンズクラブより　公開環境講
座のご案内が届きました。
　日時：平成28年11月８日㈫� 13：00～13：45
　場所：ホテルセントパレス倉吉
　講師：山本ルリコ氏

（鳥取県地球温暖化防止センター副センター長）
７．日本盲導犬協会より会報誌「盲導犬くらぶ」が届きました。
８．（公財）鳥取県文化振興財団プロデュース創作公演第２弾「弦楽アン

サンブルコンサート Tottori String Orchestra」協賛の募集について

理 事 会 報 告 10月８日開催
１．2016-2017年度　ライオンズ環境保全写

真コンテストについて
　例会で参加を呼びかけることに決まりました。

２．2017年 夏期YCE派遣生募集について
　希望があれば派遣することに決まりました。

３．冬期YCE来日生受入のお願いについて
　希望があれば受入することに決まりました。

４．（公財）鳥取県文化振興財団プロデュース創作公演第２弾「弦楽ア
ンサンブルコンサート Tottori String Orchestra」協賛について
　協賛しないことが決まりました。　

５．くら用心の植樹　計画・予算（案）について
　承認されました。

■ 11月第１例会 11月16日㈬（第1366回）
実出席　70％� メーキャップ後　90％
ドネーション　19,000円� ファイン　600円
【理事会提案】
１．ライオンズ事務所移転候補地について
　倉吉打吹ＬＣとの合同会議でＬ浜田所有の
物件（小田）とリフレプラザ（住吉町）の２
つを候補とし協議します。

２．東洋東南アジアフォーラム（香港）について
　地震のため、取り止めいたしました。

【幹事報告】
１．ボブ・コーリュー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ならびにニュースレター11月号が届きました。
３．山田 實紘LCIF理事長よりメッセージが届きました。
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100回ライオンズクラブ国際大会（シカゴ）早期登録のお知らせ
　開催地：シカゴ（米国イリノイ州）
　開催期間：2017年６月30日㈮～７月４日㈫
　大会登録料：130US$（早期登録2017年１月10日まで）
②LC100周年記念�336-B地区チャリティゴル
フコンペ・交流新年会�開催のご案内

事 務 局 だ よ り

国際平和ポスター
コンテスト　優秀賞
倉吉市立社小学校６年
前澤 珠美さん
「世界はつながる」
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◆チャリティゴルフコンペ（160名／40組）
　　　日時：2017年１月27日㈮�８時スタート予定
　　　場所：岡山金陵カントリークラブ
　　　プレー代：10,000円（税込・キャディ付、食事1,000円分付）
　　　登録料：5,000円（うち2,000円⇒チャリティ費用）

��（ゴルフ表彰式は当日の新年会にて行います。）
　　　チャリティ内容：

岡山県立盲学校・鳥取県立盲学校に防
災時に使用する避難所用点字ブロック
の贈呈資金とします。贈呈は、第63回
地区年次大会にて行う予定です。

◆交流新年会（200名）
　　　日時：2017年１月27日㈮�18時30分～
　　　場所：アークホテル岡山
　　　登録料：6,000円／人（飲食・アルコール含）
③眼球・臓器提供意思表示ならびに眼球提供
申込用ハガキ記入について
④キャビネットニュース10月号

５．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
　〈記念ゴルフ大会〉

2017年４月８日㈯　岡山ゴルフ倶楽部�帯江コース
　〈ライオンズクラブ創立100周年記念式典・祝宴・前夜祭〉

2017年４月８日㈯　ホテルグランヴィア岡山
　〈代議員総会・大会式典〉
　　2017年４月９日㈰　岡山シンフォニーホール
　　＊参加者　①代議員　　クラブ会員10名毎に１名
　　　　　　　②一般参加　各クラブ正会員数の50％以上
６．7R・8R広報委員 林 正人 様より　THE LION TIMES Vol.3 アク

ティビティ・新入会員・周年記念式典の寄稿について依頼がありました。
７．7R-2Z　第２回４クラブ連絡会議　報告
　　日時：平成28年11月８日㈫　16：00～
　　場所：倉吉シティホテル
　　協議事項：�336-Ｂ地区キャビネットよりの鳥

取県中部地震見舞い金について
＊�１市（倉吉）４町（三朝・湯梨浜・北栄・琴浦）へ
160,000円をそれぞれ鳥取県中部地震復興支
援金として贈呈することが決まりました。

８．鳥取県中部地震復興支援金贈呈式
　　日時：平成28年11月15日㈫　15：30～
　　会場：倉吉市　市長室　＊深田会長が出席
９．7R-2Z　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
　　日時：平成28年11月29日㈫
　　　◆受付18：00～18：30� ◆食事18：30～19：00
　　　◆会議19：00～20：30
　　場所：倉吉シティホテル
　　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：倉吉打吹ライオンズクラブ
　　登録料：お一人　2,000円
10．7R-1Z・2Z対抗親善チャリティゴルフ大

会（11／20）は来春に延期となりました。
11．中国電力㈱倉吉電力所より「碧い風」VOL.88が届きました。
12．里親支援とっとりより 下記の文書が届きました。

①里親制度の普及啓発チラシについて（依頼）
②里親制度講習会への参加について（依頼）

LIONS CALENDAR（12月行事予定）

ライオンズカレンダー
12月９日㈮　12月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　９日㈮　12月第１例会（創立記念例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　21日㈬　12月第２例会（クリスマス家族例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉

10月

優しい気持ち事業
・今日、東京から飛行機で帰って来ました。鳥取
に着いた時、隣の席の女性がトランクをおろそ
うとしていたので、持ってあげました。若い女
性で、帰る間、一言もしゃべりませんでしたが、
「ありがとうございます。」と小さい声で話して
くれて、うれしい気持ちになりました。
・給油ふたを開けていた車に声をかけてあげました。
・鳥取中部地震がありました。住宅の無料相談
ボランティアがあるので参加します。
・地震でお湯が出なくなった社宅の皆さんに会社
の温水器を利用してもらうように手配しました。
・身体の不自由な方のため、エレベータが止
まったビルで昇降のお手伝いをしました。
・隣家の被災片付けを助けました。
・地震当日にさしみや焼魚を無料で配りました。

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
　　　　・会長杯に参加させて頂いて。優勝の

オマケ付き、楽しい１日を過ごさせ
て頂きました。

倉吉打吹ＬＣ　石賀伸行様
　　　　・今年２回目のメイキャップになりま

す。よろしくお願いします。
Ｌ安本　・この度の地震の被害状況が瓦の棟が

落ちましたが、少ない被害でした。
Ｌ清水　・昨日、三朝の竹田地域の山に植樹をし

た際、あたり一面、今年初めて見る見
事な紅葉に感激致しました。永栄幸子
様、ご講演ありがとう御座居ます。

Ｌ河本　・Ｌ本田、入会おめでとうございます。
Ｌ松井　・結婚記念、これが最後にならないよう

願ってます。本田さん、入会おめでとう。
　　　　・震災復興、ガンバリましょう。
Ｌ山本彰・永栄様、本日はありがとうございます。
Ｌ多田　・地震が突然に来ました。毎日こわく

て、友だちについて旅に出ました。
Ｌ戸﨑　・先日10月21日、鳥取中部地震がありま
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したが、皆様におかれましても多大な
被害があったことと存じます。これに
負けず、元気を出していきましょう。

　　　　・Ｌ石賀様、中電所長鹿嶋様、お越し頂
き、ありがとうございます。本田亮陛
様、ようこそ倉吉ライオンズクラブへ。

Ｌ井手添・鳥取地震にて、被災されましたメン
バーの方へお見舞い申し上げます。

Ｌ深田　・鹿嶋さん、ご講演ありがとうござい
ます。石賀さん、例会メイクアップ
ようこそ。本田さん、入会おめでと
うございます。

　　　　・永栄幸子様、今日はありがとうござ
います。倉吉市長に被災見舞い支援
金をお渡ししに行き、NHKニュー
スで報道されました。

Ｌ濱中　・結婚して30年になりました。
Ｌ山本弘・本田亮陛様、入会おめでとうござい

ます。鹿嶋慎一郎様、石賀伸行様、
倉吉ライオンズ例会に来て頂きまし
て、どうもありがとうございます。

　　　　・永栄幸子様、本日は倉吉ライオンズ
でのご講演ありがとうございます。

Ｌ穴田　・会報10月号が、無事発行できました。
原稿のサブタイトルも付けていただ
ければ、たすかります。

Ｌ新谷　・鹿嶋所長！楽しいスピーチを期待し
ています。

11月生まれの MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
11月結婚記念日
Ｌ名越　勉　11月５日� Ｌ名越宗弘　11月20日
Ｌ山本　彰　11月25日� Ｌ加藤和彦　11月26日
Ｌ深田　孝　11月８日� Ｌ濱中武仁　11月15日
Ｌ浜田　勉　11月６日

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）

　鳥取県中部地震に被災されました方々に心よりお見
舞いを申し上げます。
　私も今できることを、一つずつ解決をして前へ進め
て行ければと思います。
　このたびの震災直後の出来事で感じました事を簡単
ではございますが、まとめさせていただきます。あく
までも、私個人が感じた事ですので、ご了承いただけ
ましたら幸いです。
　本震の予兆について、昨年より湯梨浜町で地震が相
次ぎましたが、今年に入ってからの地震のパターンに
変化がありました、湯梨浜町が震源の時は、地鳴りが
ありませんでしたが、今年に入ってからは、ドーンと
言う地鳴りがしてから地震が起きました。（福光地内
での事です。）
　地震中は、遅い昼食で自宅（福光）へ居ました。大

きな地鳴りがして、直ぐに、上下の大きな揺れ、バン
バンバンと言う感じで、立っているのがやっとで、家
具や家電品がバタバタと倒れてゆきました。５秒から
10秒位で収まりガスを止めて、外へ避難しました。
※�周辺の方々は、日中でしたのでお年寄りや女性の方
だけでしたので、大きな声を出して、避難を促した
り、誘導したりしていましたが、改めて、普段からの
連携、連絡方法の計画の必要性を強く感じました。

　避難所については、子供さんのあるご家庭では、周
りに迷惑がかかるとか、色々な方が気遣いばかりされ
ていて、（子供がうるさいだとか、声が出ていました）
一部の方以外は、自宅周辺へ帰られてしまい、車の中
で過ごされていました。
※�避難所の設定も、できれば、色々な配慮が必要では
と感じました。（理想は複数個所、お風呂も必要）

　今後の復興につきましても、今の制度ではどこまで
役に立つのか、本当に必要な内容については、被災の
状況で各地域での、独自の制度が必要ではと感じてい
ます。
　長文になってしまいましたので、機会がございまし
たら、また書かせていただきます。
追伸　�電気のメインブレーカーも必ずオフにしてから

避難してください。
》次回はＬ本田にリレーします

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…

震災直後に感じた事
Ｌ 東 田 幸 一

27の時の写真です。サラ
リーマンを辞めて独立した
時の一枚です。マンション
の一室の安机の上でスター
トして、7年目になりまし
た。これからも皆様に喜ん
でいただける仕事ができる
ように頑張りたいです。
Ｌ杉本一孝（Ｓ57.11.14生）

とても優しい顔をした、こ
の写真が好きです。
Ｌ新藤祐一（Ｓ31.11.30生）


