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創立記念例会

幹　事
Ｌ 中井修二郎

　12月第1例会では、わが倉吉ライオンズクラ
ブの57回目の創立記念会が行われました。普段
はあまり感じることがないのですが、半世紀以
上こうして奉仕活動を続けているわがクラブの
伝統の重みを改めて実感いたしました。
　また会員の長期に亘る奉仕活動を表彰するモ
ナーク賞の伝達表彰式も同時に行われ、在籍
55年Ｌ名越勉、35年Ｌ藤田義彦、25年Ｌ清水俊

男、20年Ｌ名越宗弘、10年Ｌ中井修二郎の５名
にシェブロンが手渡されました。
　ゲストの石川達之さんの講演も素晴らしく、
美味しい料理と共にとても楽しい夜となりまし
た。

第57回創立記念例会
2016年12月９日　　ホテルセントパレス倉吉
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ライオンズクラブ国際協会
100周年記念事業 くら用心記念植樹

11月18日

100周年記念植樹

副ツイスター
Ｌ 清 水 俊 男

　キャビネット会議報告で今年度は（記念）に
なり、これはその一つに地域遺産事業を行う。
今期の目玉は“レガシープロジェクト”地域社
会に贈り物をすることで、私達の100周年を記
念し、各クラブの奉仕の証を永続的に残そうと
する。という基本理念があり、記念委員長には
Ｌ加藤、委員には理事メンバーと各委員長で構
成されました。
　11月18日㈫　防災センターくら用心の中庭に
枯れた梅の捕植として紅梅１本が計画されまし
た。伝建群は先の震災被害が多かった事、中庭
には彫刻の文化財があり、なにかと配慮しての
作業となりました。

　先ず贈呈式には石田市長、福井教育長に出席
賜り、作業は枯木の伐根から始まり、１ｔ吊り
のチェーンブロックでも容易ではありませんで
した。枯れの直接の原因と思われる白紋パ病ら
しき菌子を見ることが出来、準備した客土で入
替致しました。植付が終わり記念植樹看板設
置、跡片付が終わる頃には残土・かなりの数の
道具等車に積み込まれ、会員の皆様の手際の良
さに感動致しました。今回の梅は寒紅梅で例年
ですと１月下旬には開花する稍々早咲の品種で
す。レガシーでこんなにすばらしい事業につな
がるとは思いませんでした。反省会も盛り上が
りました。

会 長　Ｌ深 田 　 孝

親カニ
　せいこカニ、せこガニ、
こうばこガニ、親ガニ、メ
スのズワイガニは地域に
よって呼び方が違います。

山陰では親がに、と呼ぶことが多いく、漁師は
セコとよく呼びます。
　オスのズワイガニも地域で呼び名が違い、松
葉ガニ、タイザガニ、越前ガニ、などとよばれ
ています。ズワイガニのメスである親ガニはオ
スに比べて個体の大きさが極端に小さいです。 大きさの比較をしてください。

旬の
魚
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■ 11月第２例会 11月24日㈬（第1367回）
実出席　72％� メーキャップ後　79％
ドネーション　9,000円� ファイン　600円
【幹事報告】
１．国際本部より百周年記念ニュースレターが届きました。
２．336複合地区第63回年次大会　呉大会
　〈記念ゴルフ大会〉　　　
◆日　時：2017年５月13日㈯
　　　　　受付／８：00　スタート／８：30
◆場　所：郷原カントリークラブ
◆登録料：5,000円（プレイ料は各自負担）
〈前夜祭〉　　　　　　　　
◆日　時：2017年５月13日㈯
　　　　　受付／18：00　開催／18：30～20：30
◆場　所：クレイトンベイホテル
◆登録料：11,000円
〈代議員総会・大会式典〉　
　●日時：2017年５月14日㈰
　　　代議員受付　　７：30～８：30
　　　代議員分科会　９：00～９：45
　　　代議員総会　　10：00～11：00
　　　一般登録受付　８：30～11：00
　　　大会式典　　　11：15～12：45

　●場　所：呉市総合体育館オークアリーナ
　●登録料：無料
　●予備登録締切：2017年１月27日㈮

３．キャビネット事務局より下記のアワードと
文書が届きました。
①2015-2016年度『クラブ優秀賞～会長用ピ
ンとクラブ用パッチ』
②第29回国際平和ポスター・コンテストなら
びにライオンズ国際作文コンテスト　応募
作品の地区選考結果について
《336-Ｂ地区での選考結果》
国際平和ポスター

　○応募総数…1,465点
　○参加クラブ…22クラブ
　○地区出品数…173点

４．第46回　４クラブ新年祝賀合同例会ご案内
　日　時　平成29年１月12日㈭
　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　例　会　18：00～18：50
　　　　　懇親会　19：00～20：30
　場　所　倉吉シティホテル
　登録料　出席者�10,000円� 欠席者�5,000円
　ホスト　倉吉グレートライオンズクラブ

事 務 局 だ よ り

11月第１例会ゲストスピーチ

いのちをつなぐ医療とは？
～移植医療を通していのちについて考える～

（公財）鳥取県臓器・アイバンク　永栄　幸子	様

ゲストスピーチを
聴いて

前会長
Ｌ 山 本 　 彰

　11月第１例会は公益財団法人　鳥取県・アイ
バンクの永栄幸子様による「いのちをつなぐ医
療とは？～移植医療を通していのちについて考
える～」との演題で移植医療についての幅広い
内容を説明いただきました。元気な人から頂け
る骨髄移植や家族、親族との関係。心臓が停止
した人からは腎臓、角膜。脳死の人から頂ける
肺、心臓、その他、脳死という臓器移植法の仕
組み。年間、肝臓の移植は600件、腎臓の移植

は1200～1300件。いずれにせよ、本人の意思が
最も重要だが、その意思を家族にはっきりと伝
えることも重要である。
　お話を伺いますと学校、ＰＴＡ、医療機関、
ライオンズ、ロータリー、地区公民館など広い
エリアで出前講座を開催され、年間30件以上の
研修会を行っておられるようです。今回の研修
内容にはありませんでしたが、国内のアイバン
ク提供者は需要の半数にも至らず、輸入品が多
くを占めているそうです。今回の講座が今年度
336地区で取
組んでいる４
献運動の一端
となり、多数
の皆さんのご
支援をお願い
いたします。
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理 事 会 報 告 11月16日開催
１．月見例会決算について
　承認されました。

２．今後の例会計画について
・11月第２例会（11／24）…福岡国際大会DVD鑑賞会
・１月第２例会（１／25）…冬の薬膳会食

講師：サンジェルマン　岩佐朱実様
　承認されました。

３．創立記念例会　計画（案）・予算（案）について
　承認されました。

４．クリスマス家族例会　計画（案）・予算（案）について
　承認されました。

５．ライオンズデー　決算について
　承認されました。

６．国際平和ポスター・コンテスト　決算について
　承認されました。

７．ふるさと再発見お散歩ウオーク　決算について
　承認されました。

■ 12月第１例会 12月９日㈮（第1368回）
実出席　81％� メーキャップ後　81％
ドネーション　25,500円� ファイン　600円
【理事会提案】
　ライオンズ事務所移転について
　地震等の影響により、Ｌ浜田所有の物件とリ
フレプラザに加え、単独での倉吉未来中心の団
体事務局サロンも候補として、倉吉打吹ライオ
ンズクラブと協議することが決まりました。

【幹事報告】
１．国際本部よりニュースレター12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ライオンズクエスト体験会�開催のご案内
　日　時：2017年２月４日㈯� 13：30～16：30
　場　所：鳥取県立福祉人材研修センター
　参加費：無料
　対象者：小・中・高校・教育関係者（教員）
　　　　　�PTA役員並びに教育に関心の深

い方や自治体の教育関係者
　　　　　ライオンズクラブメンバー
②新会員研修用資料の配信について
③キャビネットニュース　11月号
④「年末年始スペシャルセール」「100周年記
念用品」「女性会員様向け新商品」のご案内

４．鳥取ライオンズクラブ会長 岡田 幸一郎 様
より 震災御見舞金を頂きました。

５．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　報告
　日時：平成28年11月29日㈫� 18：30～20：30
　場所：倉吉シティホテル
　協議事項：
①４クラブ新年祝賀合同例会予算並びに合
同アクティビティ（倉吉市へベンチ４基
寄贈）について承認されました。
②鳥取県中部地震追加支援について

　　・�333複合地区（新潟、栃木、千葉、東京、
群馬、茨城）よりキャビネットへ支援
金100万円が届いております。

　　・�7R-1Zより震災見舞金214,000円が届きました。
　　＊�取り扱いについては後日４クラブ会長

会にて検討します。
③LC創立100周年記念336-Ｂ地区一斉実施アクティ
ビティ『クリーンアップ大作戦』について（案）

　　日時：2017年１月22日㈰
　　場所：倉吉市立図書館
　　＊４クラブ合同で実施予定です。
④平和ポスター展の横断幕を新しく作成す
ることが承認されました。　

６．岡山西ライオンズクラブ　認証45周年記
念式典ならびにゴルフ大会のご案内
【式　　典】
　日　時：平成29年３月19日㈰
　　　　◆登録受付　　10：00～10：50
　　　　◆式典・祝宴　11：00～15：00
　会　場：岡山ロイヤルホテル
　登録料：12,000円
【ゴルフ大会】
　日　時：平成29年３月18日㈯
　会　場：岡山金陵カントリークラブ
　参加費：5,000円
　プレー代：13,500円（キャディ付、昼食1,000円OFF券付）

７．北栄町議会鳥取県立美術館誘致に関する調査特別委
員長 阪本和俊様より鳥取県立美術館候補地「旧鳥取
県運転免許試験場跡地」説明書【北栄町】が届きました。

LIONS CALENDAR（１月行事予定）

ライオンズカレンダー
１月10日㈫　会計監査
　　　　　　12：00～　倉吉ライオンズクラブ事務局
　　11日㈬　１月定例理事会
　　　　　　12：00～　倉吉ライオンズクラブ事務局
　　12日㈭　１月第１例会（４クラブ新年祝賀合同例会）
　　　　　　18：00～　倉吉シティホテル
　　22日㈰　�336-Ｂ地区一斉実施アクティビ

ティ『クリーンアップ大作戦』
　　　　　　�倉吉市立図書館
　　25日㈬　１月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉

ドネーション

ありがとうございました
倉吉打吹LC　木村まゆみ様
　　　　・メイクアップをさせて頂いて。
倉吉打吹LC　猪亦明子様
　　　　・２度目のメイクアップになります。

本日もよろしくお願い致します。
Ｌ名越勉・在籍55年表彰に感謝して。
Ｌ秋藤　・57創立例会を祝って。
Ｌ清水俊・在籍25年の祝いを頂き、ありがとう
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御座居ました。あと30年で在籍55年
になります。

Ｌ名越宗・在籍20年に驚いています。長くなり
ました。

Ｌ松井　・木村様、猪亦様、ようこそメイクアップ。
Ｌ北村　・11月29日　孫　男子　誕生
Ｌ多田　・12／５・６と道後に行きました。
Ｌ戸﨑　・57回の創立記念おめでとうございます。

今夜は、石川さまに来ていただき、楽し
くなります。ありがとうございます。

Ｌ井手添・鳥取中部地震で会社事務所が壊れた
ため、移転する事にしました。12月
21日に海田西町へ移ります。

Ｌ深田　・木村さん、猪亦さん、ようこそ!!
　　　　　100周年植樹、おつかれさまでした。
　　　　・記念例会を迎え、会員皆様に「ありが

とうございます」と申し上げます。又、
石川様、今日はよろしくお願いします。

Ｌ山本弘・倉吉打吹ライオンズ 木村まゆみ様、猪
亦明子様、本日は倉吉ライオンズへ来
て頂き、どうもありがとうございます。

　　　　・色々ありましたが、先日お店が無事
８周年を迎える事ができました。今
後共、宜しくお願い致します。

Ｌ穴田　・鳥取中部地震で、いろいろな行事が
中止となりましたが、無事、会報11
月号を発行することが出来ました。

Ｌ中井　・石川達之様、本日はありがとうござ
います。宜しくおねがいします。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
12月結婚記念日
Ｌ鳥羽圭介　�12月３日� Ｌ新谷昌二�12月４日
Ｌ中井修二郎�12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）

　やっちゃえ！日産！で有名なニッサン・新型セレナ
（７、８人乗りのミニバン）。今年８月についに日本で
自動運転車両が乗れる時代が到来しました。かなり画
期的なことであり、日本の進歩です。開発メンバーは
ロケットを飛ばす気持ちで作り上げたに違いないか
と思います。
　自動運転になる前にアクティブクルーズコント

ロール（ACC）というも
のがあります。ACCとは、
運転者が速度を設定し同
じスピードを保ち、前方
車両と均一間隔を保って
くれる機能です。こちら
の機能の認知度は10％程みたいですが、10年後には
ACC搭載車は当たり前になっている様です。ACCから
進化したものが自動運転システムと言っても良いで
しょう。自動運転システムには車線からはみ出さな
いようハンドルもコンピューター制御になった様で
す。今後、全てが自動運転車両になりドアミラーも
なくなり、タイヤもなくなり、最終的には宙に浮く
車が開発される時代が来るのでしょうか…。

》次回はＬ戸﨑にリレーします

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…

自動運転の時代へ
Ｌ 本 田 亮 陛

７年前の写真ですが、最近
は子供中心の生活で海に行
く余裕があまりありませ
ん。
Ｌ山本賢一郎（Ｓ48.12.13生）

27歳の頃の写真です。何か
といろいろあって、気持ち
の切り替えにAPXを購入し
ました。満足の表情です。
Ｌ明里　寛（Ｓ37.12.20生）

今から16年前、友達の結婚
式で食べてます。
どんなに着飾っていても、
お化粧をしていても、今と
変わらず食べることを優先
しています。そんな一枚で
す。
Ｌ李　生美（Ｓ33.12.30生）

倉吉LC第二次緑の協力隊　　
1997年５／９～５／14
47歳　包頭クブチ砂漠宿舎にて。
参加人員43名　北谷小学校教師、
保護者、児童合わせて14名の参加。
小６の娘も参加。ライトプレーンを
宿から組立て翌日、城拐小学校を
訪問しセレモニーで飛ばしました。
Ｌ清水俊男（Ｓ24.12.24生）

12月生まれの MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私


