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優しい気持ちでウイーサーブ
事が重要だと思っています。
特別、目新しい事もできないとは思いますが、
ライオンズクラブの目標、プログラム、歴史、
伝統などをより理解を深め、クラブに溶け込め
るように、そして長くクラブの活動に積極的に
参加出来るような勉強もしていきたいと思いま
す。どうぞ一年間宜しくお願いいたします。

●第一副会長に就任して●

カトちゃん
ＧＯＧＯ
第一副会長

Ｌ 加 藤 康 彦

●会報委員長に就任して●

第二副会長から繰り上がり第一副会長となり
ました。
巷では、ポケモンＧＯが大変な人気となって
いるようですが、私は９月で55歳になります。
ＧＯ・ＧＯです。思いのほか若いでしょう？
何かメモリアルな一年になりそうな予感がしま
す。いや、そんな年にしたいです。ともあれ昨
年同様、クラブの活動を自ら楽しみながら会長
をバックアップしていきたいと思います。よろ
しくお願いします。

会報原稿、
待ってます
会報委員長

Ｌ 穴 田

守

今年度会報委員長を務めさせていただきます
穴田守です。私も入会してこの８月で２年にな
ります。昨年度は、全ての事業には参加できま
せんでしたが、この役を任された以上多くの事
業に参加して、元気で頑張っている皆さんの笑
顔を会報に載せたいと思っています。
年間の企画は「優しい気持ち事業」「旬の魚」
「輝いていた頃の私」「会員リレー」を主体に考
えています。会員の皆様に満遍なく原稿依頼さ
せていただきますので、この一年宜しくお願い
します。

●第二副会長に就任して●

拝命いただき
第二副会長

Ｌ 戸 﨑 隆 之
ライオンズクラブに入会して今年で８年目に
なりますが、この７年余りの活動で教えられた
ことは数知れず、ライオンズクラブと会員の皆
様には只々感謝の日々でございます。
今年度は第二副会長という重責を仰せつかり
ましたが、先輩方の教えを頂戴しながら、一層
気を引き締めて活動して参りたいと存じます。

●計画委員長に就任して●

ほうれんそう
計画委員長

Ｌ 明 里

寛

この度、計画委員長をさせていただくことに
なりました明里寛です。
なにぶん、入会して一年そこそこの新参者で
す。
わからない事ばかりですが、皆様にご指導い
ただき報告・連絡・相談を密にしていきたいと
思います。
ライオンズクラブの社会奉仕について勉強し
て行き、うわべだけではなく深く掘り下げてわ
くわくするようなそんな事業計画をしていけれ
ばと思っています。
いろいろご迷惑をおかけすることもあるかも
しれませんが、皆様のご協力の程よろしくお願
いします。

●財務・会員・会則委員長に就任して●

会員純増３
財務・会員・会則委員長

Ｌ 北村龍一郎
今年度、財務・会員・会則委員長を務めさせ
ていただく事になりました。
会長の意向に則り、皆様の協力をいただきな
がら、なにか成果をつくれたらと考えておりま
す。
特に会員増強は、常に積極的な行動が必要で
ありますし、退会防止についても知恵をしぼる
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優しい気持ちでウイーサーブ
今年度も沢山の事業を予定していますが、最
大の事業は11月５日㈯に開催が決定しました
「ふるさと再発見ウオーク」です。
「お散歩」というテーマで、人気テレビ番組
「ブラタモリ」の様に、歴史、文化、風景、地形、
人物、建物など、それぞれ興味があるものに着
目しながらゆっくりと散策するというイメージ
で企画をしています。ご協力をお願いします。

●事業委員長に就任して●

よろしく
お願いします
事業委員長

Ｌ 山本賢一郎
事業委員長に就任しました。よろしくお願い
します。

いに24～25の網が並んでいて、東郷湖の風物詩
の一つと言われていたそうです。
小雨まじりの中、東郷湖畔公園では、浪人踊、
豊漁祈願、湖上には1500個の灯籠が流れました。
その頃店の中では深田会長の乾杯で宴が始まり
店の裏にある福羅酒造のお酒、天然酵母「山陰
東郷」を冷たくしていただきました。酒の肴は
タイ、カキ、エビととても活きのいい素材でと
ても美味しくいただきました。花火が上がる頃
には、雨もあがりみんなもほろ酔い気分で外へ
出て、準備していた駐車場で、これまた美味し
いお肉を焼いて花火の音を見聴きしながらの楽
しい音楽鑑賞でした。Ｌ杉本ファミリーの皆さ
ん、準備から後
片付けまでお手
伝いいただきあ
りがとうござい
ました。

音楽鑑賞同好会
７月17日 お食事処 陽～ひなた～
音楽鑑賞同好会
事業に参加して
会報委員長

Ｌ 穴 田

守

梅雨開け間近な７月17日㈰に水郷祭湖上花火
大会に合わせて、音楽鑑賞同好会のお世話で四
ツ手網漁仕掛けのある東郷湖前のお店、『陽～
ひなた～』にて宴が開催されました。この四ツ
手網漁は目の細かい網を使ってエビや小ブナ、
ゾウゴなどを獲る漁で最盛期には松崎の湖岸沿
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事 務 局 だ よ り
した。
日時：2016年９月３日㈯
式 典16：00～17：30
懇親会18：00～19：30
会場：倉吉シティホテル
＊深田会長が出席
６．鳥取県臓器・アイバンクより 「移植を受
けた子ども達の作品展」の案内について（依
頼）が届きました。
日時：平成28年８月31日㈬～９月４日㈰
（初日は13時～／最終日は15時まで）
会場：倉吉未来中心（中部）
７．日本盲導犬協会より 会報「盲導犬くらぶ
第83号」が届きました。

■ ７月第２例会 ７月27日㈬（第1359回）
実出席 82％
メーキャップ後 93％
ドネーション 7,500円
【幹事報告】
１．国際本部よりニュースレター７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。
①第１回キャビネット会議 議案録ならびに
当日配布資料
②2016-2017年度冬期YCE派遣生ならびに受
入家庭 募集について
③四献運動（献血・献眼・献腎・骨髄移植）
登録状況調査のお願い
３．地区ガバナー公式訪問
日 時：平成28年９月９日㈮
懇談会受付
15：30～16：00
三役との懇談会 16：00～17：30
写真撮影
17：30～18：00
一般受付
18：00～18：30
合同例会
18：30～19：30
（時間延長の可能性有り）
会 場：倉吉シティホテル
ホスト：倉吉グレートライオンズクラブ
４．倉吉市長 石田耕太郎様より 美術館キャ
ラバンについて（お願い）が届きました。
５．倉吉青年会議所より 創立五十五周年記念
式典並びに記念祝賀懇親会のご案内が届きま

旬の
魚

会 長

Ｌ深 田

理 事 会 報 告 ７月７日開催
１．2016-2017年度冬期YCE派遣生ならびに
受入家庭 募集について
希望があれば派遣、受入れすることに決ま
りました。
２．納涼例会計画・予算（案）について
承認されました。
３．国際平和ポスターコンテスト予算（案）に
ついて
承認されました。

部位になります。
③は、よく砂をかんでいる部位になり食べな
いようにしたほうが良い部分です。
④は、渦巻きの先端でアワビの肝と並ぶぐら
い美味しい部分です、先端の約３～５センチの
部位です。緑色かクリーム色していますから素
人でも部位が判断できます。

孝

暑い季節です。食欲も落
ちてくる季節です。
水分補給していますか？
塩分やミネラル分も合わせ
て摂ってください。
ビールのおいしい時期、
お勧めはサザエのつぼ焼きです。
サザエの身は、大きく分けて４部位に考えら
れます。①吸盤身、②貝殻に引っ付いている身、
③口につながる肝、④先に繋がる肝です。
①は、コリコリとした食感がありお刺身にし
て食べる部分です。ここには口と歯が付いてい
てこの部分はとても固いので大きなサザエの場
合は食べません。
②は貝柱で適度にやわらかくとてもおいしい
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優しい気持ちでウイーサーブ
■ ８月第１例会 ８月10日㈬（第1360回）

７月

実出席 79％
メーキャップ後 82％
ドネーション
10,000円
納涼例会オークション
44,135円
【幹事報告】
１．国際本部よりニュースレター８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ボブ・コーリュー国際会長メッセージ
②次世代セミナー開催のご案内
日
時：2016年９月17日㈯
◆セミナー
14：00～17：00
◆懇親パーティ 17：00～18：30
場
所：アークホテル岡山
登 録 料：5,000円
＊クラブより拠出いたします。
参加資格：★年齢～55歳くらいまでの方～
性別不問～女性会員大歓迎！
★ライオンズクラブに入会して
５年以内程度の方
★若 いメンバーの“ナマの声”
に耳を傾けたい方
③キャビネットニュース７月号
④キャビネット事務局 夏期休暇についての
お知らせ（８月11日～15日）
⑤岡山後楽ライオンズクラブより「海ごみか
ら流域環境を考えるプロジェクト」のご案
内
４．鳥取県臓器・アイバンクより平成28年度
臓器移植普及推進街頭キャンペーンボラン
ティア募集について（依頼）が届きました。
日時：平成28年10月30日㈰
10：15～11：30
会場：倉吉未来中心
＊今年度担当は、倉吉北ライオンズク
ラブです。

優しい気持ち事業
・倉吉病院から倉吉駅まで歩いておられた初老
の男性の方が途中で倒れられ、たまたま近く
を歩いていたので、タクシーを呼んであげま
した。
・市内（特に赤瓦周辺）を歩いていると、地図
を見ながらウロウロしている観光客（含外国
人）を見かけますので、必ず声をかけて、行
きたいところを教えてあげるようにしていま
す。
・道に迷ったお年寄りに声をかけて喜ばれたこ
と。
・店の英語のわからない店員へ通訳してあげて
喜ばれたこと。
・先日、買い物に行った時に、お店の駐車場に
ゴミが落ちていたので、そのゴミを拾い持ち
帰った。
・会社回りのごみ拾いをしました。
・横浜に出張の際、駅で案内板を見て行き先を
さがしていたら、知らない男性が「どちらに
行かれますか？と声をかけてきて「○○」で
すと答えたら「そこの道を真っ直ぐです」と
自然に教えてくれました。自分もそうなりた
いと思いました。
・親戚の姪が就職して、給料でプレゼントをも
らいました。子どもの成長の早さに優しい気
持ちになりました。
・身障者の方と車に同乗する時、扉の開閉や乗
り降りを手伝った。
・エレベーターで（開）のボタンを押してい
た。
・交差点で道を譲りました。
・旅館内で迷子を捜し、見つけました。
・皆生トライアスロン大会の翌日、感謝の気持
ちを込めて、コースの清掃をさせていただき
ました。

LIONS CALENDAR（９月行事予定）

ドネーション

ライオンズカレンダー
９月９日㈮
14日㈬
28日㈬

ありがとうございました

９月第１例会（ガバナー公式訪問）
18：30～ 倉吉シティホテル
９月定例理事会
12：00～ 事務局
９月第２例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉

336-Ｂ地区7R-2Z・ZC 美甘憲臣様
・例会に出席させていただいて。
倉吉打吹ＬＣ 尾﨑ひとみ様
・打吹ライオンズクラブの尾﨑です。
初めて、他クラブの例会に出席致し
ます。歴史のある倉吉ライオンズク
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ラブに出席で、緊張しています。よ
ろしくお願いします。
倉吉打吹ＬＣ 根鈴美弥子様
・本日はおじゃまいたします。我々、
打吹ライオンズクラブの親元である
貴クラブに寄せて頂いたこと、光栄
に思います。諸々学ばせて頂きたい
と思います。
Ｌ清水 ・梅雨が早くあがり、暑くて長い夏の
予報に感謝して。水郷祭花火たいへ
んきれいでした。
Ｌ名越宗・中３の娘のソフトボールが終わりま
した。この一年県内負けなしで、山
口で開催された中国大会へ行ってき
ました。
Ｌ松井 ・６日㈯炎天下の元、倉吉ゴルフクラ
ブで10人のコンペで、89で優勝しま
した。
Ｌ戸﨑 ・土曜夜市、たくさんの方が来ていた
だき、ありがとうございました。
Ｌ深田 ・美甘ＺＣ、ようこそ、と本田さんを
お迎えして。
・尾﨑様、根鈴様、ようこそ!!
Ｌ山本弘・倉吉打吹ライオンズクラブより尾﨑
ひとみさん、根鈴美弥子さんをお迎
えして～。
Ｌ中井 ・全日本トライアスロン皆生大会。無
事完走いたしました。制限時間６秒
前、奇跡のゴールをはたしました。
応援ありがとうございました。

リレー

８月生まれの

MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私

２人の子供と一緒に…
Ｌ鳥羽圭介（Ｓ30. ８.22生）

子育て奮闘中、新米ママ時
代です。今とは大違いです。
Ｌ山本弘美（Ｓ37. ８. ６生）

年越しの球根を植えてはどんな花が咲くのか楽
しみにしています。毎朝家からポリタンクに水
を入れて、持っていく水やりは大変ですが、住
民の方にも喜んでもらいうれしく思っていま
す。そして、母の生きがいにもなる、花植をこ
れからも続けていきたいと思います。
》次回はＬ清水にリレーします

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…

最近の私の趣味はガーデニング？
Ｌ 濱 中 武 仁
ガーデニングと言っても我が家には庭がな
い。毎日通る町道の植栽ブロック。通学路でも
あり、草木が生い茂り通行に支障も、町に許可
を頂き草刈りから始まり、堆肥を入れ、石灰を
撒き土の整備。最初の草刈りでは２トン車に山
盛り２台分の草がありました。
花の好きな母を誘い、季節の花を植えたり、

倉吉ライオンズクラブ

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）

