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花見例会
４月12日　清水庵

春の花を
楽しみながら

会報委員長
Ｌ 穴 田 　 守

　４月12日㈬、清水庵にてメークアップで打吹
ライオンズクラブの中原さんとメンバー22名の
参加で、Ｌ清水に飾ってもらった春の花を楽し
みました。美味しいお酒と肴で、ほろ酔い気分
となったところでオークションが始まり、次々
と競り落とされてゆき、帰りも両手に花の方も
おられました。この収益金はドネーションの一
部となりました。

　又、４月会報表紙に載せた湯梨浜町 市橋邸
のしだれ桜は地元の知人に紹介してもらい撮影
させていただきました。ご主人の話では、樹齢
は約140年にもなり、東北地方の方から譲り受
けた苗木５本のうちの１本で、極楽寺のしだれ
桜と兄弟桜となるそうです。この頃に成ると、
近所の人や幼稚園児、ネットで調べた人が来ら
れるそうで賑やかになると言っておられまし
た。
　個人の庭でこれだけの桜は珍しく、良いもの
を見せていただきました。

４月第２例会ゲストスピーチ

若者を育む
鳥取短期大学　学長　松本　典子	様

若者を育む

Ｌ 河 本 　 裕

　４月第２例会で「鳥取短期大学」学長の松本
典子氏をお招きし、お話を聴きました。演題は

「若者を育む」（地元で生きていこうとする若者
を大切に育む）
　鳥取県内の18歳の人口は約5,500人で、大学
進学 2,300人（42％）専門学校1,600人（29％）
就職1,300人（24％）予備校その他300人（５％）
で高等学校卒業生の７割は進学だそうです。（私
の50年前の時代は３割位であったでしょうか）
近年の進学率ＵＰ、これは自分の希望する職業
の専門的知識と資格取得が就職時にどうしても
必要である為でしょう。
　そして大学進学者2,300人の進学先をみると、
県 内532人（23％）、 県 外1,768人（77％） で、

約８割は県外に出て行ってしまいます。
　県民の減少、この流れを少しでも食い止める
為に、地元で生きていこうとする若者を又県外
の大学進学者も大切に育む事が大切である、こ
の様な講演でした。
　我々も「青少年育成」に知恵を絞って努力し
よう。
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トワイライト
エクスプレス瑞風

Ｌ 加 藤 和 彦

　久しぶりに皆様の顔を見て、とても緊張して
会員スピーチをさせて頂きました。
　５月のGWに喉風邪を引いて声が出なくて、
皆様にはとても聞きづらく大変ご迷惑をおかけ
しました。実は、昨年もこのトワイライトエク
スプレス「瑞風」の会員スピーチを行う事にし
ていましたが、急用な出張が入り出来なく、今
回になりました。前回は、深田会長がうまく穴
埋めをして頂いたようで大変助かりました。
　「瑞風」は、なかなか乗車する機会が無いで
すが、「瑞風」を利用してこの山陰を日本・世
界に向け情報発信として活用出来たら良いと

思っています。是非、皆様方で「瑞風」を見か
けたら、手を大きく振っていいただき、地域で
「瑞風」を歓迎しているんだとアピールしてい
ただければ、お客様も最高の歓迎を受けている
と思われますので、よろしくお願いします。
　本当にありがとうございました。

会員スピーチ（５月第１例会）

■ ４月第２例会 ４月26日㈬（第1377回）

実出席　71％ メークアップ後　71％
ドネーション　13,000円 ファイン　1,200円
【幹事報告】
１．キャビネット事務局より Ｌ名越　勉に

2017-2018年度336-Ｂ地区特別顧問の就任
についてのお願いが届きました。

２．第63回地区年次大会事務局より 御礼が届
きました。

３．４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕
実施について

　　実施日：平成29年５月28日㈰
　　　　　　９：30～12：00（午前の部）３名
　　　　　　13：00～15：00（午後の部）３名
　　場　所：倉吉未来中心
４．鳥取県里親会中部部会より 中部部会「里

親会だより 春の特別号」が届きました。
５．未来ウオーク実行委員会より「第17回

SUN-IN未来ウオーク」ご協賛のお願いなら
びに出発式について（ご臨席のお願い）が届
きました。

　　開催日：平成29年６月３日㈯・４日㈰
６．日本盲導犬協会より 会報「盲導犬くらぶ」

が届きました。

７．㈱ほるぷエーアンドアイより　絵画展開催
のご提案が届きました。

理 事 会 報 告 ４月12日開催
１．「第17回SUN-IN未来ウオーク」協賛について

　協賛することが承認されました。

■ ５月第１例会 ５月10日㈬（第1378回）

実出席　87％ メークアップ後　87％
ドネーション　19,000円 ファイン　2,400円
【理事会提案】
１．平成29年度 基本方針について

　承認されました。
２．2017～2018 組織図について

　承認されました。
【幹事報告】
１．国際協会より百周年ニュースレターが届き

ました。
２．山田實紘LCIF理事長より Ｌ松井　實にメ

ルビン・ジョーンズ・フェロー表彰とラペル
ピンが届きました。

３．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①『チャレンジ・ウーマン　ミーティング』

事 務 局 だ よ り
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会 長　Ｌ深 田 　 孝

　桜の咲く頃、海の中にも
春が来ているようです。ワ
カメも新芽をのばして海
草の新芽を食べるサザエ
やアワビも元気に活動す
るようになります。また、

産卵をする魚も磯辺にやってきます。赤碕あた
りから御来屋あたりでは新ワカメが森のように
なっているはずです。
　桜鯛といって春は鯛がおいしいと思われがち
ですが、抱卵する時期になるので身じたいの質
はいまいちのように思われます。ただ、鯛卵は
絶品です。
　ホタルイカもこの時期は漁の量があり意外に
安くお求めいただけるとおもいます。まとめ食
いしておきましょう（笑）。たくさん買った場

合は沖漬けにして冷凍しておきましょう。モサ
エビは塩茹でがお勧めの食べ方です。お味噌汁
でも、親かにのお味噌汁と同じぐらいダシがで
てきて最高です。また親かにと風味が違っては
まると思います。
　この時期、甘エビもよく獲れますが、やはり
刺身で食べて欲し
いです。特に頭の
中の味噌と内子が
珍味です、両目の
ところを持って頭
の先のトゲを起こ
すようにして、は
がすと簡単に取れ
て食べることがで
きます。

旬の
魚

開催のご案内
　日時：2017年６月17日㈯　11：00～14：00
　場所：メルパルク岡山
②336複合地区第63回年次大会議案書
③キャビネットニュース　４月号
④2017-2018国際会長テーマおよびロゴ等に

ついて
⑤シカゴ国際大会グッズのご案内

４．第63回地区年次大会の報告
　　日　時：2017年４月９日㈰
　　場　所：岡山シンフォニーホール
　　参加者：８名

◆地区ガバナー提出議案決議事項
（議案１）

　次期地区ガバナー選出について承認され
ました。

　Ｌ太田　健一 （総社雪舟ライオンズクラブ所属）
（議案２）

　次期第一副地区ガバナー選出について承
認されました。

　Ｌ井上　浩一（玉野ライオンズクラブ所属）
（議案３）

　次期第二副地区ガバナー選出について承
認されました。

　Ｌ小野　宗次 （倉敷真備ライオンズクラブ所属）
（議案４）

　2015～2016年度地区一般会計収支報告お
よび第62回地区年次大会収支報告について
承認されました。

（議案５）
　2016～2017年度上半期地区一般会計収支
報告について承認されました。

（議案６）
　2017～2019年度国際理事立候補者の推薦
について承認されました。
Ｌ佐藤　義雄
（334-E地区 戸倉上山田ライオンズクラブ所属）

（議案７）
　複合地区会則・規則の改正について承認
されました。

◆次期地区ガバナー提出議案決議事項　
（議案１）

　2017～2018年度地区アクティビティ・ス
ローガン並びにガバナー・キーワードにつ
いて承認されました。

【地区アクティビティ・スローガン】
　『未来に繋ぐ 美しき心と地域』
【ガバナー・スローガン】
　『成せばなる　We Serve!』
【ガバナー・キーワード】
　『家族』『次世代』『LCIF』
（議案２）

　2017～2018年度地区会費・地区大会費の
決定について承認されました。
　会員一人当たり　１ヶ月
　　会費　850円　　地区大会費　300円　

　　　合計　1,150円（今年度と同額）
＊なお、二人目以降の家族会員は０円とす

る。
（議案３）

　地区緊急援助資金　次年度での補填につ
いて承認されました。
　積立基準額10,000,000円を下回っている
ため、会員一人当たり1,000円を拠出し補
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填する。
＊なお、二人目以降の家族会員及びクラブ

支部会員については、拠出を求めない。
（議案４）

　2020年第32回オリンピック競技大会なら
びに第16回パラリンピック競技大会開催へ
の支援について承認されました。
　2015年７月から2020年６月までの５年間
において一年間会員一人当たり1,000円ず
つ合計5,000円を各年度上半期中に拠出す
る。次年度において第３回目の拠出。また
前年度同様、二人目以降の家族会員および
クラブ支部会員については免除とする。

　（議案５）
　2017～2018年度第64回地区年次大会につ
いて承認されました。

　　　と　き：2018年４月22日㈰
　　　 ところ：総社市民会館（総社市）
　　　 ホストクラブ：６リジョン

１・２ゾーンの10クラブ　
５．7R-2Z現・次期引継ぎ会議
　　日　時：平成29年６月16日㈮
　　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　　会　議　18：00～19：00
　　　　　　懇親会　19：00～20：30
　　会　場：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、現・次期７Ｒ地区役
員・委員

　　出席者： 現・次期ＺＣ、現・次期各クラブ
会長・幹事・会計、事務局員

　　ホスト：倉吉グレートライオンズクラブ
６．7R-2Z　事務局研修会

日　時：平成29年６月３日㈯
　　　　11：30～13：30
場　所：ホテルセントパレス倉吉

LIONS CALENDAR（６月行事予定）

ライオンズカレンダー
６月11日㈰　エキスカーション
　　　　　　とっとり花回廊など南部町方面
　　14日㈬　６月定例理事会
　　　　　　11：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　14日㈬　６月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　16日㈮　7R-2Z現・次期引継ぎ会議
　　　　　　18：00～　倉吉シティホテル
　　28日㈬　６月第２例会（引継ぎ例会）
　　　　　　18：30～　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　中原　啓介様
　　　　・お世話になります。今日は次期会長

のスピーチがあるとの事、楽しみに
して来ました。

Ｌ清水　・次期セカンドカー連休明けに上陸し
ます。

Ｌ名越宗・高校野球　秋は県４位でしたが、春
は県３位でした。残り夏まで２ヶ月
となりました。応援ありがとうござ
いました。

Ｌ松井　・孫が短歌で入賞しました。「朝おき
て遠くにおこす声がする　何もきこ
えん　なーんもきこえん」

　　　　・メルビン・ジョーンズ・フェロー、
ありがとうございました。

　　　　・加藤和彦さん、お話、楽しみです。
Ｌ多田　・私の可愛い足立典子（てんこ）さ

ん、そして鳥取短期大学学長　松本
典子（のりこ）さんに敬意を表して。

Ｌ戸﨑　・「銀座春まつり」成功のうちに終わ
りました。みなさま、ありがとうご
ざいました。

Ｌ深田　・リハビリを始めました。がんばって
います。

　　　　・Ｌ加藤さん、ご講演ありがとうござ
います。お久しぶりです。

Ｌ加藤康・この年になって新たなチャレンジを
しました。バイクの大型免許を昨日
取ることができました。ハーレーを
買っちゃいました。安全運転で楽し
みます。

　　　　・先月の大型バイクに続いて、このた
び、中型自動車の免許を取得しまし
た。これでマイクロバスが運転でき
るようになりました。

Ｌ濱中　・このたびは、いろいろお世話になり
ました。

Ｌ羽合　・中原さん、倉吉ＬＣへようこそ。
Ｌ山本庄・21日の合同コンペ、がんばってきま

す。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
５月結婚記念日
Ｌ北村龍一郎　５月３日
Ｌ戸﨑　隆之　５月13日
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「輝く女性」という言葉を聞
いたことがあるということを
思い出しました。
日本海の取材を受け、新聞に
載ったことがあります。女子
駅伝=多田と言われた頃、倉
吉女子駅伝で７連勝を果た
し、県駅伝でも優勝と勝って
いました。

駅伝を走る生徒が80名くらいいました。
同じ練習をして、負けてはもとがとれません。同じ
練習をするなら勝つことです。
部活だけではありません。高校受験も同じこと、各
自志望校通りに入るために、部活が終わってから課
外授業を毎日しました。
中には、米子東高に越境入学しサッカーをして全国
大会に行き、東京外国語大学に進学、ブラジル留学、
有名プロチームの通訳になっている生徒や鳥大医学
部の教授になっている生徒など、充実生活を送って
います。私も生徒も目標を決めて一生懸命努力した、
それが私の輝いていた日々です。

Ｌ多田典子（Ｓ13. ５.23生）

■発行日　第４水曜日（第２例会）

輝いているかどうか分かり
ませんが…今年も行ってき
ました。
ポール・マッカートニー東
京ドームコンサート
５回目でしたが、今回も最
高にロックしてきました。
Ｌ井手添誠（Ｓ35. ５.22生）

昭和54年、国鉄に入り、職
場で長崎旅行に行った時の
写真。入社してこれから頑
張ろうと意欲満々の時代。
Ｌ加藤和彦（Ｓ34. ５. １生）

高校時代、ガールズバンド
が人気で、友人と組んで学
園祭で演奏しました。ベー
ス担当で、レベッカやプリ
ンセスプリンセスの曲をコ
ピーしました。
Ｌ福井和子（Ｓ46. ５.27生）

平成17年11月30日
於：セントパレス
建築士会の役員を行ってい
た時、住宅月間功労者表彰
に業界から推薦され、国土
交通大臣表彰を頂いた当時
の祝賀会の想い出です。
Ｌ安本大治（Ｓ11. ５.26生）

　ここ数年の趣味は高校野球の観戦です。長
男（大学２年）から始まり、次男（大学２年）、
そして現在三男（高校３年）と続いて６年目と
なります。当初は１戦１戦で歓喜と落胆の繰り
返しでしたが、最近はようやく観戦そのものを
楽しんでいます。我が家は子供に細かいことを
一切言いません。自宅でも野球の話しはあまり
しません。基本的に技術的なことは全て学校に
お任せです。親の役割としては体調管理と側面
的な支援です。その為、公式戦では写真と映像
を記録しています。子供がチェックしたい時の

為です。観戦のもう一つの目的は事故時の対応
です。３人とも試合中の怪我で一度は救急に連
れて行っています。高校野球は青春そのモノで
す。元気な姿に親が楽しませてもらっています。
勝っても負けても、子供が元気に楽しそうに大
好きな野球を、泥まみれ汗まみれでしている姿
が見れて幸せです。最後に子供の祖父が練習試
合も毎試合楽しそうに観戦している姿を見て親
孝行ができているな、と密かに嬉しく思ってい
ます。

》次回はＬ山本庄英にリレーします

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…

最近の趣味
Ｌ 名 越 宗 弘

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

５月生まれの MEMORIAL DAY

輝いていた頃の私


