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ライオンズクラブ国際協会336複合地区

第63回 年次大会

2017年５月13日㈯・14日㈰ 呉市民総合体育館オークアリーナ
が 催 さ れ ま し た。
最後に次期の大会
開催地は岡山市と
発表があり、たく
さんの出席を期待
しますとの事。
大会に参加する
こと自体がライオ
ンズの第一歩。そ
して、その存在を皆で共有する事が更なる次へ
の第一歩につながる事と改めて感じ入りまし
た。
深田会長には迎えにまで来て頂き、ずっと運
転して下さり、ありがとうございました。
感謝 ! ! 感謝 ! !

呉大会に参加して
会報副委員長

Ｌ 羽 合 江 美
５月13日㈯～14日㈰の２日間、広島県呉市に
て開催されました。大会には名越元国際理事を
はじめ、深田会長、加藤第一副会長と私の４名
で参加してきました。
初日は倉吉を午前８時に出発し、尾道の千光
寺ロープウェイ、呉市大和ミュージアム、音戸
の瀬戸へと３カ所観光。参加者の特権と言うべ
き旅行を満喫しました。
前夜祭は名越元国際理事のみ
の 参 加 と し、 我 々 ３ 人 は 観 光
第２部というべく呉市のネオン
街へ思い思いの歓楽を享受すべ
く、くりだしました。
大会当日は、分科会、代議員
総会の後、記念式典、次期の協
議会役員の紹介等々、盛大に会

優しい気持ちでウイーサーブ

この１年を振り返って
ところが、10月の鳥取県中部地震の被災で大
きく変わりました。事務所の移転問題も起こり
ました。ふるさと再発見ウォークをはじめ東洋
東南アジアフォーラム参加の中止、その他の事
業も中止を決断しなければ負えませんでした。
元事務所もパソコンをはじめ沢山の被害があり
ました。そして、１月２月２回にわたる大雪災
害にも見舞われました。クラブ運営にも支障を
きたすほどでした。私自身も１月に肩を骨折し
て、事業に力を出せず皆様にご迷惑をおかけし
ました、申し訳ありませんでした。そんな中で
はありましたが、中波事務局をはじめ会員みな
さまの協力で立ち退き期日までに未来中心に事
務所を移すことが出来ました、ありがとうござ

ごあいさつ
第58代会長

Ｌ 深 田

孝

当初、「一生懸命、頑張るだけと思っていま
す。」とか「汗をかいていきます。」とかと、エ
レクト会長に決まった時には思い、準備を始め
ました。今季、東洋東南アジアフォーラムも早
めに準備し、当初は順調に割とゆったりと事業
を進めることが出来たと思います。
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長できたのではないかと思っています。
今後もより一層頑張りますので、何卒宜しく
お願い致します。

いました。
いよいよ、会長職が終わる今に、はたと、気
づかされる出来事がありました。それは、私が
「会長の期間に何も成果があげられなかった」
と、愚痴をよくこぼしていました。そのとき、
先輩ライオンに云われたことがあります。「ク
ラブ会長を受けて時期クラブ会長に繋ぐことが
大切な事業だよ」と。「何か成果を上げてやっ
た」おごりの気持ちを持っていたじゃないか？
と、たいせつなことに気づかされました。経験
したクラブ会長の１年間を今後の戒めとしてい
きたいと思います。

まだまだ
頑張ります
財務・会員・会則委員長

Ｌ 北村龍一郎
一年間皆様には大変お世話になりました。財
務・会員・会則委員長として、どれ程の事が出
来たのか、はなはだ自信はありません。
当初心積もりしていた事の中でなにが出来た
のか採点するのもこわいくらいです。新会員研
修も複数回予定してはみましたが、１度だけで
したし、会則の勉強会も手付かずでした。まっ
たく反省の一年です。初心を忘れない事がこれ
程難しいとは、はずかしいかぎりの一年でした。
申し訳ありません。

１年間を
振り返って
幹事

Ｌ 中井修二郎
１年間皆様には大変にお世話になりました。
幹事として深田会長をサポートし、クラブをま
とめていかなければならない立場にあったので
すが、10月の地震以降自分のことで手一杯で、
自分に与えられた職責を果たすことができな
かったように感じます。ただ１年間クラブの運
営に携わってえられた経験を今後に生かしてい
きたいと思います。今後ともよろしくお願いい
たします。

委員長あいさつ
会報委員長

Ｌ 穴 田

守

会報委員長を、仰せつかって１年が経ちまし
た。当初出来るか不安でしたが、会員の方の協
力で無事12回の発行が済みそうです。会長の方
針で「皆さんと共に」ということで、１人１原
稿の依頼を目標にやってみました。
年間の会報をめくってみると今年度も色々と
あったなあと思い出します。特に鳥取県中部地
震、２回の大雪と大きな自然現象がありました
が、春にはいつもどおりに桜の花も咲きました。
１年間ありがとうございました。

１年間を
振り返って
会計

Ｌ 山 本 弘 美
昨年の７月から今年の６月までのこの１年
間、長い様で短かった気がします。お世話にな
りました深田会長、中井幹事、事務局の中波
さん他、皆様のおかげで無事終える事ができ、
ほっとしています。私のようなものが入会３年
目で会計という大役を務めさせて頂き、勉強す
る機会を与えて頂き、本当に有難うございまし
た。
例年と違ってただ残念だったのは10月の地震
で、いくつかの行事ができなくなった事です。
それに加え、１月と２月の２度の大雪で更に会
員の皆様のお仕事や生活に大なり小なり支障が
あり大変だったと思います。
何はともあれ、皆様に助けて頂き、少しは成

笑顔
計画委員長

Ｌ 明 里

寛

一年間、計画委員長として活動させて頂きあ
りがとうございました。あっという間の一年
だったような気がします。なにぶん、入会して
一年そこそこでわからない事ばかりでしたが、
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ういった被害に合うケースが増えてきていると
いう事で、この社会から薬物乱用を撲滅しなけ
ればいけないと改めて思いました。

皆様の温かいご指導 助言をいただき何とか無
事に務めさせて頂くことが出来ました。
思い出深いのは、創立記念例会 クリスマス
例会など、当初は、どうすればいいのか不安で
いっぱいでしたが、会長に相談にのってもらっ
たり、事務局の中波さんの協力で無事に開催す
ることができました。
皆様の和やかな笑顔が楽しい雰囲気を創り出
し、自分にとっても大きな力になりました。
皆様、ありがとうございました。

退任あいさつ

エキスカーション

事業委員長

６月11日㈰

Ｌ 山本賢一郎

初夏の風に肌も汗ばむエキスカーション
会計

１年間、事業委員長をさせて頂き、その間、
皆様の多大なご協力頂き、無事に役目を終える
ことが出来ました。ありがとうございました。
唯一の心残りは、昨年11月５日㈯に開催を予
定していた「ふるさと再発見ウオーク」が鳥取
県中部地震の影響で中止となった事です。コー
スの下見も終わり、後は本番を待つばかりとい
う段階でした。コースとなる社地区について市
役所の方から説明をして頂き、歴史、文化、風
景、地形、建物など、色々な魅力があると再認
識しました。またいつか社地区でウオークが開
催されると思いますが、その時を楽しみにして
います。

６月11日㈰、前日までの天気予報では雨マー
クと曇りマークで気温も低いとの予報でしたの
で、長袖長ズボンはもちろんの事、傘もウイン
ドブレーカーもしっかり準備して出発しまし
た。
私的には毎度の
事ですが、前日ほ
とんど寝ず…にも
か か わ ら ず、 バ
スに乗って間もな
くから、誘惑に負
けてアルコール…
（笑）
早速着いた一ヶ
所目の赤猪岩神社
か ら、 暑 い じ ゃ
ありませんか ! !
袖をめくりながら
フーフー歩きまし
た。でも、おみく
じが「大吉」だっ
たので、上機嫌 ! !

7R-2Z ４クラブ
合同アクティビティ
薬物乱用防止啓発活動に参加して
事業委員長

Ｌ 山 本 弘 美

Ｌ 山本賢一郎

５月28日㈰に「第４回 ４クラブ薬物乱用防
止啓発活動」が開催されました。研修会では
鳥取県警察本部の山口様にご講演を頂きまし
た。ご講演の中では、「自分だけでなく家族の
人生も壊してしまう」、「軽い気持ちで一度手を
出すと止められ
なくなってしま
う」など薬物の
恐ろしさを学び
ました。特に未
成年や若者がそ
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チャリティゴルフコンペが総勢71名の参加によ
り盛大に開催されました。倉吉ライオンズクラ
ブよりはＬ松井、Ｌ加藤康彦、Ｌ河本、Ｌ加藤
和彦、Ｌ山本庄英の５名が参加してまいりまし
た。当クラブの結果は参加することに意義があ
る！ と い う こ と
にしてそっとし
ておいてくださ
い。
ただ、なんと！
ゴルフをする者
は誰もが一度は
してみたいと思
う、 ホ ー ル イ ン
ワンを当クラブ
のＬ加藤康彦が
達成されました。
当日の全体表彰式でも
一番の話題になってい
ました。

二ヶ所目のソーセージ作りが、皆、子供の頃に
戻ったかの様にワーワー言いながら、楽しかっ
たです。バーベキューを食べ、花回廊へ移動す
る時、ちょっとだけ仮眠してリセット…ずいぶ
ん久し振りだったので癒されましたね。
今年も大変楽しいエキスカーションでした。
来年も楽しみにしています。何より事前準備し
て頂きました明里計画委員長、中波さんに感謝
します。

第１回7R1Z・2Z対抗

親善チャリティゴルフ大会

旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部
チャリティゴルフ
コンペに参加して
Ｌ 山 本 庄 英
平成29年５月21日㈰に記念すべき第１回目の
ライオンズクラブ336-B地区7R1Z・2Z対抗親善

事 務 局 だ よ り
４．7R-2Z 第５回 ４クラブ薬物乱用防止啓発
活動
日 程：平成29年５月28日㈰
８：45 倉吉ＬＣ会員集合
（倉吉未来中心セミナールーム１）
９：30 参加者集合
９：45 開会 主催者・来賓あいさつ
10：00 薬物乱用防止研修会
11：10 啓発活動開始（ふれあい広場）
12：00 活動終了
参加者：Ｌ 安本・Ｌ清水・Ｌ河本・Ｌ戸﨑・
Ｌ深田・Ｌ加藤康・Ｌ山本弘・Ｌ山
本賢・Ｌ中井・Ｌ明里・Ｌ本田
５．４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕実施
実施日：平成29年５月28日㈰
場 所：倉吉未来中心
＊協力メンバー：
午前の部（９：30～12：00）…
Ｌ戸﨑・Ｌ山本弘・Ｌ本田
午後の部（13：00～15：00）…
Ｌ深田・Ｌ加藤康・Ｌ明里

■ ５月第２例会 ５月24日㈬（第1379回）
実出席 90％
メークアップ後 93％
ドネーション 13,000円
ファイン 1,200円
【幹事報告】
１．国際協会よりニュースレター４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。
①2017年夏期YCE受入事業実施のお願い
②次年度クラブ役員ならびに地区役員 アカ
ウント登録に関するお願い
③今年度 第７回ウェブ広報委員会開催 に関
するご連絡
日時：2017年６月８日㈭ 14：00～15：00
開催場所：336-B地区キャビネット、鳥取
千代ＬＣなど全６か所の事務局
３．7R・8R広報委員 林 正人様より THE
LION TIMES Vol. ６ アクティビティ・新入
会員・周年記念式典の寄稿について（お願い）
が届きました。
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開催期間：2017年11月17日㈮～20日㈪
大会登録料：120US$（2017年８月31日まで）
４．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①336複合地区第63回年次大会終了のお礼並
びに大会決議報告書
②2016-2017年度下半期ガバナーズ・アワー
ド表彰について
③2017-2018年度336複合地区・336-Ｂ地区に
おける各会費請求について
④2017-2018年度国際平和ポスターならびに
ライオンズ国際作文コンテストについて
⑤「ライオンズ必携第57版」注文のご案内
⑥新会員とチャーターメンバーの「入会費」
について
⑦LCIFプロモーションビデオ～地区ＨＰに
アップしました
⑧キャビネットニュース５月号
⑨赤十字血液センターより2017年５月分献血
集計表
５．7R-1Z・ZC 西尾愼一様より 第１回7R・
ゾーン対抗親睦チャリティ
ゴルフコンペのお礼とお願いならびにお知
らせが届きました。
日 時：平成29年５月21日㈰

理 事 会 報 告 ５月10日開催
１．7R-2Z 次年度への要望について
①ゾーンチェアパーソンの持ち回りについ
て、倉吉北ＬＣも２回に１回くらいはお願
いしたい。
②合同事業の参加人数はきちんと確保してい
ただきたい。
２．団体事務局サロン 空スペースについて
６月より４㎡追加することが決まりまし
た。
３．花見例会決算について
承認されました。

■ ６月第１例会 ６月14日㈬（第1380回）
実出席 76％
メークアップ後 90％
ドネーション 20,000円
ファイン 2,100円
【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．山田 實紘LCIF理事長よりメッセージが届
きました。
３．第56回東洋東南アジアライオンズフォー
ラム（台南）のお知らせ
開催地：台南（台湾）

旬の
魚

会 長

Ｌ深 田

資格が必要な意味があるのだと思います。また、
県行政レベルでも食品衛生責任者という資格条
項をもうけて、定期的な資格更新講習を実施し
ているのだと思います。
魚の場合、処理調理とは、先ず低温管理（氷）
をし、ウロコを取り、水洗いし、内臓を取り、
魚を下ろし、場合によっては骨をも取り除きま
す（刺身）。ひとつひとつに、意味のある作業
になります。低温管理は大腸菌等の増殖を抑え
る事、ウロコ取りは固い表異物の除去（針のよ
うな鱗）、水洗いは腸炎ビブリオ菌殺菌や洗浄
…等々、安全に食する為に必要な作業となると
思います。そして、
最後は加熱するこ
とで、ずいぶん安
心して食べること
が出来き、美味し
く食べられると思
います。
これからも、安
心・安全で美味し
い魚をいっぱい食
べてもらえればと
願っています。

孝

最終回

１年間連載してまいり
ました原稿も最終回にな
りました。魚について、自
分勝手に思うことをつら
つらと書いてまいりました。あまり皆様の為に
なる話も無かったかと少し反省しております。
魚を調理するという事は、美味しく食べる事
とは思いますが、重要なのは、身体への害を取
り除く事だと思っています。最近、報道等で寄
生虫アニサキスによるアニサキス症がよく取り
上げられています。寄生虫もですが、食中毒菌
やウイルス、アメーバーによる食中毒の発生が
ニュースや新聞でながされています。ハサップ
など新しい衛生管理システムの発達・導入に
よって食中毒事故は格段に下がっていますが、
新鮮な食材を食べたいという欲求の拡大によっ
て新たな事案は起きています。鮮度がいいから
こそ、寄生虫も元気がいいし、流通もよくなっ
て全世界から鮮度のいい食材も入ります。だか
ら、近年危険がましているといえると思います。
その為に食材の危害を取り除くため調理に国家
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会 場：旭国際浜村温泉ゴルフクラブ
参加者：Ｌ河本・Ｌ松井・Ｌ加藤和彦
Ｌ加藤康彦・Ｌ山本庄英
【7R1Z・2Z対抗】
－団体の部－ 優勝 鳥取 準優勝 倉吉
－個人賞－
ＺＣ賞・ドラコン賞
Ｌ加藤和彦
55位
Ｌ加藤康彦
【7R2Z対抗】
－団体の部－ 優 勝 倉吉グレートＬＣ
準優勝 倉吉ＬＣ
３ 位 倉吉打吹ＬＣ
４ 位 倉吉北ＬＣ
－個人賞－
５位
Ｌ加藤和彦
15位・ＺＣ賞（ホールインワン）
Ｌ加藤康彦
ＢＢ賞
Ｌ山本庄英
６．４クラブ親善ゴルフ大会 決算報告書
７．４クラブ合同アクティビティ（献血奉仕）
決算報告書
８．鳥取ライオンズクラブより 国際協会認証
60周年記念大会開催のご案内が届きました。
日時：2017年９月16日㈯
受付 10：30～11：15
式典 11：30～12：30
祝宴 12：40～14：40
会場：ホテルニューオータニ鳥取
９．第67回社会を明るくする運動 倉吉市推
進委員会より 推進委員会及び講演会開催に
ついて（御案内）が届きました。
日 時：平成29年６月28日㈬
◆推進委員会 午前10時00分～
◆講演会
午前10時45分～
場 所：倉吉交流プラザ
講演会：演題「再犯防止に向けた取り組みについて」
講師 鳥取刑務所 所長 高田 昇 氏
10．倉吉打吹太鼓振興会より 平成29年度「倉
吉打吹太鼓振興会」会費の納入について（お
願い）が届きました。
11． 未 来 ウ オ ー ク 実 行 委 員 会 よ り 第17回
SUN-IN未来ウオークのご協賛のお礼が届き
ました。
12．倉吉銀座商店街復興組合より 復興祈念
倉吉銀座ウエディングのご案内が届きまし
た。
日時：2017年６月18日㈰
13：00～15：00
会場：白壁倶楽部
形式：シビルウエディング（市民結婚式）

LIONS CALENDAR（７月行事予定）

ライオンズカレンダー
７月６日㈭
12日㈬
12日㈬
26日㈬

臨時理事会
12：00～ 倉吉未来中心
７月定例理事会
11：20～ ホテルセントパレス倉吉
７月第１例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉
７月第２例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉

４・５・６月

優しい気持ち事業
・コンビニでおじいさんに商品を探してあげま
した。
・送別会でお礼の言葉を伝えさせてもらいまし
た。
・観光客に道を案内しました。
・バス停待合い所で立っていらっしゃる高齢者
の方に席をゆずった。
・落とし物をされた方に注意をしてあげまし
た。
・観光客に道案内しました。

ドネーション

ありがとうございました
Ｌ清水

・Ｌ加藤のお蔭で多くのドネーション
を頂きました。又のホールインワン、
期待しています。
Ｌ河本 ・７Ｒゾーン対抗ゴルフコンペにて、
Ｌ加藤康彦、ホールインワンおめで
とうございます。
Ｌ松井 ・加藤康彦さん、ホールインワンおめ
でとうございます。
Ｌ照下 ・やっと大人の仲間入り出来ました。
Ｌ戸﨑 ・昨日、倉吉銀座商店街理事として、
日本海新聞に出していただけまし
た。18日（日曜日）、お時間のある
方は白壁倶楽部にて市民結婚式を挙
げますので、お待ちしております。
Ｌ井手添・６月２日、広島で行われた総会で、
JSCA（ジャスカ）日本建築構造技
術者協会の鳥取県代表幹事になりま
した。
Ｌ加藤和・加藤さん、ホールインワンおめでと
うございます。
Ｌ深田 ・下関、遠い旅でした。お付き合いい
ただいた皆さま、おつかれ様でした。
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LIONS

KURAYOSHI

ありがとうございました。
・エキスカーション楽しかったです。
明里さん、用意おつかれさまでし
た。
Ｌ加藤康・日曜日に開催されました7R1Z・2Z
対抗親睦ゴルフコンペで、湖山コー
スアウト第３ホールで、何とホール
インワンを出してしまいました。人
生、何が起こるか分かりません。
・55（ゴーゴー）の伝説には、まだ続
きがありました。昨日（13日）、旭
国際でゴルフしまして、一般参加の
「お肉コンペ」で、大たたきの55点
（前半だけの競技）。これが何と55位
のとび賞が当たり、豚しゃぶ肉をい
ただきました。こわいです。
Ｌ山本弘・今月で、倉吉ライオンズに入会して
丸３年たちました。
Ｌ穴田 ・会報12回目が無事発行出来そうで
す。原稿をありがとうございました。
Ｌ山本庄・４クラブには加藤さんが多いので、
これからはホールインワン加藤さん
と呼ばしていただきます。（冗談で
す）
Ｌ新谷 ・中部地震時の迅速な停電復旧に対
し、本部長表彰を倉吉電力所が頂き
ました。

リレー

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
６月結婚記念日
Ｌ井手添誠 ６月18日 Ｌ森
Ｌ本田亮陛 ６月10日

６月生まれの

６月４日

MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私
高体連スキー専門部長とし
て、青森大会に団長として
参加した時の写真。部長時
代、越後湯沢・山形蔵王な
ど多くのスキー場をめぐ
り、雪景色を楽しみました。
Ｌ秋藤宏之（Ｓ８．６.19生）

平成10年、ライオンズに入
会した時の写真です。
Ｌ照下耕治（Ｓ22. ６.13生）

ンチ？があり、そのまま打吹公園へ下り、大江
神社、護国神社に参詣し、博物館、運動場、野
球場を通り、旧商店街を歩き、帰路につきます。
地震の影響で家屋の亀裂等を近くで見ると子
供の頃の成徳、明倫地区の賑やかさが思い起こ
され、複雑な心境になりますが、いまは復興が
徐々に進んでいます。
以上、散歩雑感でした。

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…

打吹山登り
Ｌ 山 本 庄 英
私は２年ほど前より、普段の運動不足解消の
ため、天気の良い休みの日に打吹山へ登ってい
ます。
自宅より長谷寺を参拝し山頂まで約40分で
頂上に着きます。頂上の風景は皆さん、既に
ご存知でしょうが木々に囲まれていて赤瓦が
ちょっとだけ見えます。道中、大変多くの人々
が思い思いに散策されていて良い散歩コースだ
な～と感じます。
下りの道筋にはライオンズクラブの寄贈のベ

倉吉ライオンズクラブ

耕生

》次回はＬ山本

例会場／ホテルセントパレス倉吉
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彰にリレーします

例会日／毎月第２・４水曜日
■発行日

第４水曜日（第２例会）

