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■国際協会モットー	 We	Serve
■国際会長キーワード	 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
■地区ガバナー・スローガン
成せばなる　We	Serve	!

■地区ガバナー・キーワード
家族　次世代　LCIF

■会長スローガン
今日の集い　明日への奉仕
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今日の集い　明日への奉仕
●第一副会長に就任して●

挨拶

第一副会長
Ｌ 戸 﨑 隆 之

　この度は、第一副会長という大役を任され大
変恐縮しております。
　副会長ということで、全体を見ながら会長や
幹事のサポートが出来ていけたらと思っており
ます。
　各担当の委員会もですが、一年を通して倉吉
ライオンズクラブを見つめなおして、しいては
来年につながるよう頑張っていきたいと思いま
す。

●第二副会長に就任して●

副会長あいさつ

第二副会長
Ｌ 中井修二郎

　今年度は第２副会長を仰せつかりました。事
業委員会の担当副会長として、１年間充実した
アクティビティが行えるよう森委員長のバック
アップをしていきたいと思います。今年は加藤
会長の想いの詰まった青少年健全育成事業も新
たに行われる予定です。それらをしっかり形に
出来るよう頑張りたいと思います。
　また副会長に就任したという事は、それなり
の責任や今後に向けての覚悟を持たなければい
けない立場になったという事だと思います。自
分はどこかのんびりしたところがあって、もう
少し先の事かと思っていたので、１年間周りの
皆さんの動きを勉強しながら活動してまいりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

●財務・会員・会則委員長に就任して●

何はともあれ、
会員拡大

財務・会員・会則委員長
Ｌ 井手添　誠

　本年度、財務・会員・会則委員長をさせてい
ただくことになりました。財務として、予算書
の作成から承認と新年度が進んで、ホッとして
いるところです。しかし、これから重要な委員
会事業は、会員拡大です。加藤会長の純増３を
実現するためには、年度内で転勤などあること
を考えると、４人．．．そして、松井ZCより、「純
増３では、少ない!!」との指摘を受けておりま
すので、５人の新入会員を実現させなければな
りません。会員皆さまからの、情報をお待ちし
ています。一年間よろしくお願いします。

●計画委員長に就任して●

楽しい例会運営を
行ってまいります

計画委員長
Ｌ 山 本 庄 英

　今年度、計画委員長を務めさせていただくま
すＬ山本庄英です。まだ入会して３年も経ちま
せんが、加藤会長を始め皆様のご指導を仰ぎな
がら、楽しい例会運営を心掛けてまいります。
また、今年度は、ガバナー公式訪問、新年合同
例会のホストクラブでもあります。格式品位を
重んじ、開催への準備をして行きます。
　また、特に事務局の中波さんへは色々お聞き
してご面倒をお掛けしておりますが、これから
もお聞きしますのでどうぞよろしくお願いいた
します。
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今年も楽しい湖上花火宴会でした
音楽鑑賞同好会　　７月16日　お食事処陽～ひなた～

Ｌ清水　俊男
　７月16日㈰　昨年同様、元会員Ｌ杉本の「ひ
なた」で花火を楽しみました。
　音楽同好会代表Ｌ戸崎の音頭でＬ・ＬＬ10名
余の参加、先ずは美味しい料理と美酒でほろ酔
い、更に屋外の炭火でバーベキュー、話も酒も
絶え間なし、さて今宵を彩る花火は、湖面を周
辺の山がコンパクトに包み込んでのロケーショ
ンとそれによる効果音と水鏡が特徴で、一時が
一瞬に思えました。紫・緑・赤・輪の中から別
の花火、圧巻は仕掛け花火のスターマインと約
300ｍ上昇する10号（尺玉）の迫力でした。今
は皆さんと一緒に観覧する側ですが、商工会
青年部の10数年間は準備の側でした。この水郷
祭は戦後の復員者を中心とした松崎地区青年グ
ループによって、地区発展を願い梅雨明け頃の
海の記念日７月20日に行われていました。東郷

池での漁の安全と大漁も願ったとのこと、因
みに第１回は私の生まれた昭和24年の７月20日
（東郷町誌）だったそうです。

Ｌ小山　正人
　Ｌ戸﨑の車に便乗して陽へ、まだ日が暮れま
せんが、杉本君のお世話にで室内には予算より
豪華な料理が用意してあり、駐車場に焼肉用の
テーブルを用意するかしないかのうちに室内に
入り、即ビール、特別になかなか手に入らない
お酒をいただき（銘柄わすれました）すぐにほ
ろ酔い、花火が始まれば焼肉が待っていると腹
具合を調整しようと思いながらも、食べるは飲
むは…。
　いつも家では一人で飲んでいると大勢で飲む
のが楽しみでついつい飲みすぎ。いよいよ花火
が始まり、ビールを手に外へ移動、またまた食
べ飲みですが、焼肉は別腹、花火の明りで食べ

●会報委員長に就任して●

就任のご挨拶

会報委員長
Ｌ 李 　 生 美

　この度、会報委員長に指名され恐れおのの射
いている李です。ライオンズメンバーになって
一年弱。ライオンズって何するの、とわからな
いことが沢山ある中で会報メンバーに選ばれた
のは、ある意味ラッキーでした。これから一年
間、会報をに携わることでライオンズクラブの
概要をしることができるうえ、元来の引っ込み
思案を皆様にインタビューすることで解消でき
チャンスをいただいということですから。委員
会のメンバーに多田先生、羽合さんという女子
がいらっしゃるのも心強いです。
　何より大きな助っ人は事務局の中波さん。焦
らすことが多々あると思いますが、生暖かくみ
まもってやってください。

　なお、この会報に「こんなこと、あんなこと」書
いてくれ、書きたい、とお考えのライオンズのメ
ンバー様！どしどし投稿よろしくお願いします。

●事業委員長に就任して●

就任あいさつ

事業委員長
Ｌ 森 　 耕 生

　この度、事業委員長を務めさせてさせて頂く
ことになりました森耕生です。
　今年度も、ライオンズデーに始まり、ふるさ
と再発見ウォークそして新たな試みとしてバド
ミントン教室＆ボルダリング体験等も企画され
ています。
　不慣れでご迷惑おかけしてしまうこともある
かもしれませんが、一年間頑張ってまいります
ので、皆様のご指導、ご協力の程よろしくお願
い致します。
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るは食べるは…。花火打上げの音はタイコの
音、ぼくのおなかはタイコ腹。迎えが来るまで
室内でまた仕上げ、花火が終われば帰り道、楽
しさから日常へ。あ！後かたづけは誰がしてく
れたのだろうか？皆様ありがとう。

Ｌ北村龍一郎
　もう恒例と言っていいでしょうね。水郷祭の
花火を「ひなた」で観る、私の歳時記のひとつ
になりました。
　花火見物にぴったりの暑さ、人出、浴衣姿、
冷たいビール、旨い料理、バーベキュー、リ
ラックスした会話、今年も楽しい夜を過ごさせ
ていただきました。

Ｌ多田　典子
　静かな湖面を並んで流れる灯籠、亡くなられ
た祖先や友だちを思い起こしながら、花火を一
緒に楽しむのでしょう。
　東郷の花火は昨年よりさらに大きく美しかっ
たです。大きい花火は高く上り、破裂と同時に
頭の上で花を咲かせます。又、花芯の中にもう

一つ花が咲きます。これは初めて見るものでし
た。本当にきれいで十分楽しみました。戸﨑さ
ん、ご苦労さまでした。そして、ありがとうご
ざいました。

Ｌ井手添　誠
　東郷湖の湖上上空で繰り広げられる花火の
音に、耳も体も（？）酔いしれました。今年も世
話人の戸﨑さんには、準備から当日のバーベ
キュー、後始末までと大変お世話になりました。

Ｌ加藤　康彦
　今回も杉本一孝さんとＬ戸﨑にお世話いただ
いて、楽しい夕べを過ごせました。前半は店内
で涼しく美味しい料理とお酒をいただき、花火
が近づくと庭にセットされたBBQテーブルに。
目の前に打ちあがる花火をかぶりつきで眺めな
がら、大いに盛り上がりました。また来年も楽
しみにしています。
　音楽のない音楽
鑑賞同好会でした。

おしゃれな
ブローチ

Ｌ 李 　 生 美

　多田先生の次は私です。考えてみれば女子部
年齢も二番手となります。
　まず、女子のこだわりと言えば「おしゃれ、
洋服の巻」でしょう。ここライオンズの定例会
では必ずライオンズのピンバッチをつけなきゃ

いけない。洋服に小さな穴をあけることになる
わけです。実はここだけの話、上着の種類に
よっては抵抗があるわけです。
　ところが先日、例会のあとの服装のまま別
の会合に出席しましたところ、「あら可愛いピ
ン！」と若い女子から言われました。金の縁に
囲まれた深いブルー。ああ、そうか、これはお
しゃれなブローチなんだ。そう思ったときか
ら、穴をあけるのが平気になりました。
　斯様（かよう）に女子というものは視点が
「おしゃれ」に置き換えられた瞬間に幸せにな
る、というつぶやきでした。

倉吉ＬＣ女子部のつぶやき
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■ ７月第２例会 ７月26日㈬（第1383回）

実出席　79％� メーキャップ後　79％
ドネーション　143,400円� ファイン　2,700円
【幹事報告】
１．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）
　　開催期間：2017年11月17日㈮～20日㈪
　　大会登録料：120US$

（2017年９月30日まで延長）
　　参加者：�Ｌ松井・Ｌ加藤康彦・Ｌ河本・
　　　　　　Ｌ山本彰・Ｌ井手添・LL井手添・
　　　　　　Ｌ羽合・Ｌ山本庄英
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100回国際大会報告書と別紙添付資料
②クラブ会則・複合地区会則の変更事項報告
の件
③337-Ｂ地区より九州北部地区集中豪雨災害�
大分・日田地区の被害状況についてのお知

らせ
④ライオン誌クラブ・アンケート協力のお願い
⑤国際平和ポスターコンテスト事業に関する
アンケート調査ご協力のお願い
⑥『次世代＆YCEグローバルセミナー』開
催のご案内
　日　時：2017年９月２日㈯
　　　　◆セミナー　　　14：00～18：00
　　　　◆懇親パーティ　18：00～19：30
　場　所：アークホテル岡山
　登録料：5,000円
　参加資格：
★年齢～55歳くらいまでの方～性別・役職
不問～支部・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
★YCE事業に興味のある方、取り組んで
みたい方

⑦『LCIFコーディネーター研究会』開催の
ご案内
　日　時：2017年９月９日㈯

事 務 局 だ よ り

中国電力　倉吉電力所
閉所にあたって

Ｌ 新 谷 昌 二

　平成29年９月末をもって中国電力㈱倉吉電力
所は閉所することとなりました。
　倉吉電力所は、昭和44年２月に発足し、48年
間にわたり鳥取県全域を担当区域として電力の
安定供給に努めて参りました。
　平成22年３月の東日本大震災以来、電力業界
を取り巻く情勢は一変し、電力会社は電力シス
テム改革により、一層の効率化を進めていかな
ければならなくなりました。
　当社は、各地の地域に拠点を設け、その地域
の一番格式の高いライオンズクラブの所属をさ

せて頂いており、この倉吉の地においても同様
に倉吉ライオンズクラブに所属させて頂きまし
た。この度退会させて頂きますが、皆さまには
本当によくして頂き、感謝の気持ちでいっぱい
です。
　倉吉電力所は無くなりますが、倉吉営業所は
倉吉に残り、お客さまへの電力供給は守って参
ります。地元電力会社として、今後とも当社を
可愛がって頂けれ
ば幸いです。
　お世話になり本
当にありがとうご
ざいました。

寄稿
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　　　　◆受付・昼食　12：00～13：00
　　　　◆セミナー　　13：00～15：00
　場　所：岡山ロイヤルホテル
　登録料：4,000円
　参加資格：
★各クラブでのLCIFコーディネーターの方
★交付金申請による事業展開を検討してお
られる方
★LCIFをもっともっと知りたい方
⑧第１回キャビネット会議議案録ならびに�
当日配布資料
⑨第二副地区ガバナー候補資格所持者名簿に
ついて調査のお願い
⑩2017-2018年度冬期YCE派遣生ならびに受
入家庭　募集について

３．鳥取ライオンズクラブより　認証60周年
式典へのご臨席について（お願い）が届きま
した。
　　日　時：平成29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
　　登録料：12,000円
４．地区ガバナー公式訪問
　　日　時：平成29年９月８日㈮
　　　　　　懇談会受付　15：30～16：00
　　　　　　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
　　　会　場：ホテルセントパレス倉吉
　　　ホスト：倉吉ライオンズクラブ
５．日本盲導犬協会より　会報「盲導犬くらぶ

第87号」が届きました。

理 事 会 報 告 ７月12日開催
１．会計ソフトの導入について
　承認されました。

２．2017-2018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。

今月のドライブ
行事続きでドライブ無しよ

会 長　Ｌ 加 藤 康 彦

　連載２回目にして早くもドライブ出来ず。７
月から８月の前半は行事続きで、毎週末びっし
りでした。７月30日の日曜日は年に一度の踊り
の発表会。３週連続で週末県外に出かけ、稽古
の時間もろくに取れないながら、何とか期待に
応える踊りが出来ました。
　その翌週の８月６日㈰はこれまたプレッ
シャーを抱えた「ホールインワンコンペと祝賀
会」。Ｌ山本庄英に準備のお世話をしていただ
きながら、台風前の猛暑の中でしたが楽しいラ
ウンドと祝宴で盛り上がりました。ご参加くだ
さった皆様ありがとうございました。
　そんな慌ただしい中、少し時間を見つけ海水
浴に行って来ました。この歳で海水浴でもない
のですが、やはり夏は海。ほんの一時間程でし

たが、肩や背中が真っ赤化になりました。もち
ろん頭頂も。でもね、気持ちだけは若くありた
いと思っています。それではまた。

優勝者は鳥取LCの西尾愼一様でした。
賞品は三朝温泉ペア宿泊券
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３．例会年間計画（案）について
　承認されました。

４．納涼例会計画・予算（案）について
　承認されました。

５．ガバナー公式訪問　予算（案）について
　承認されました。

■ ８月第１例会 ８月９日㈬（第1384回）

実出席　73％� メーキャップ後　77％
ドネーション　21,000円
納涼例会オークション　55,100円
【幹事報告】
１．国際本部より百周年ニュースレターが届き

ました。
２．336複合地区ガバナー協議会　大谷　博議

長より委嘱状が届きました。
　委嘱状　2017～2018年度336複合地区ガバ
ナー協議会顧問　　Ｌ名越　勉

３．キャビネット事務局より下記のアワードな
らびに文書が届きました。
①2016-2017年度下半期アワード
　＊地区委員会部門

環境保全委員　Ｌ山本　彰
②2017-2018年度地区緊急資金拠出に関する
お願い
③2017-2018年度献血事業の推進に関するお
願い
④2017-2018年冬季オーストラリア派遣につ
いて
　【日程】2017年12月１日～12月22日
　【年齢】16～21才
⑤第１回キャビネット会議議事録
⑥キャビネットニュース７月号

LIONS CALENDAR（９月行事予定）

ライオンズカレンダー
９月８日㈮　９月第１例会（ガバナー公式訪問）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　13日㈬　９月定例理事会
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心　
　　27日㈬　９月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
８月誕生記念
Ｌ鳥羽圭介　８月22日� Ｌ山本弘美　８月６日

ドネーション

ありがとうございました
336-Ｂ地区7R-2Z・ZC　松井　實様
　　　　・例会に出席させていただいて。１年

間よろしくお願いします。美甘様、
御苦労様でした。中原様、メーキャッ
プありがとうございます。

前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　中原啓介様
　　　　・加藤会長、良くも悪くもとりあえず

頑張って下さい。
　　　　・お世話になります。
Ｌ藤田　
Ｌ安本　・山下社長が入会して。
Ｌ清水　・加藤康彦さんホールインワンの記念

品を頂いて。
　　　　・ＰＬの花火見ました。水郷祭の方が

良かったと思います。
Ｌ河本　・山下さん、入会おめでとうございま

す。
Ｌ名越宗・高校野球が終わりました。応援あり

がとうございました。６年間、保護
者として楽しませてもらい、子供に
感謝しています。

Ｌ松井　・山下さん、御入会おめでとう。
　　　　　加藤康彦さんのホールインワン祝勝

コンペ、御苦労様でした。ありがと
うございました。

Ｌ山本彰・アワードの記念品頂きました。あり
がとうございます。

Ｌ多田　・地震でとんだ瓦で雪雨に壁がいた
み、バリアフリーに改造しました。
気持ちの良い家になりました。

Ｌ戸﨑　・倉吉銀座商店街、銀座土曜夜市、皆
様のおかげで大盛況の内に終りまし
た。ありがとうございました。

　　　　　山下正喜さん、入会おめでとうござ
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　こだわりと言えませんが、昨年の春頃、ある
お宅に伺った時のことからです。
　洋間へ通され、そこの老父婦…、老父婦と
言っても老人ではなく、凛として聡明な年配の
ご夫婦と、色々な世間話をしていました。
　少し時間が経ったころ、ご主人がスッと立ち
上がり台所の方へ行かれました。
　しばらくして、ご主人が抹茶を点てて持って
来られたではありませんか！
　私は作法も知らず、どうやって頂けば良いか
聞きながらお茶を頂戴いたしました。
　その時の、ご主人がお茶を持って来られる姿
勢が凛として、またかっこいい、そんな姿に、

私もこんな歳を取りたい、また、お茶を習って
みたいと思い、今では、月に１度ですがお茶を
習いに通っています。
　月に１度の習い事ですが作法の事、お茶に関
わる茶花のこととかで、とても緊張する時間が
何故か気持ちのいいひと時に感じられます。
　最近、事務所に来られた方には私なりにこだ
わりを持ってお茶を出しております。
　近くに来られた際には、｢来たぞ｣ と言って
ください、そ
の時はこだわ
りを持って腕
を振るいます
よ。

》次回はＬ斎藤にリレーします

私のこだわり私のこだわり私のこだわり 会員リレー
　会員の皆さんのこだわりを紹介します。

お点前：茶道
Ｌ 浜 田 　 勉

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

います。
Ｌ井手添・山下さん、入会おめでとうございま

す。
Ｌ深田　・中井さん、完走おめでとうございま

す。Ｌ加藤会長のおかげが受かった
か？キリンビール１ケース当りまし
た。

　　　　・山下様、入会おめでとうございま
す。

Ｌ加藤康・美甘さん、１年間大役ご苦労様でし
た。松井さん、１年間よろしくお願
いします。

　　　　・山下さんのご入会をお祝いして。
Ｌ濱中　・初テールツイスターです。よろしく

お願いします。
　　　　　山下さん、入会おめでとうございま

す。
Ｌ羽合　・中井さん、皆生トライアスロン完走

おめでとうございます。14時間21分
24秒、すばらしい。

　　　　・山下さん、入会おめでとうございま
す。又、一緒に飲む機会が増えます

ネ。
Ｌ山本弘・山下さん、入会おめでとうございま

す。
Ｌ山本賢・Ｌ加藤様、すばらしいお祝品ありが

とうございます。Ｌ中井様、トライ
アスロン完走おめでとうございます。

Ｌ山本庄・計画委員長を拝命いたしました。１
年間、がんばってまいりますので、
宜しくお願い致します。

Ｌ中井　・全日本トライアスロン皆生大会、無
事完走致しました。タイムは14時間
21分24秒。昨年より10分弱縮めるこ
とができました。皆様、応援ありが
とうございました。

Ｌ新谷　・Ｌ加藤様よりホールインワンのお祝
いを頂きまして。またＬ中井様、ト
ライアスロン完走おめでとうござい
ます。

Ｌ本田　・中井さん、トライアスロン完走おめ
でとうございます。私もその日、郡
体のサッカーの部門、三朝町で優勝
しました。


