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We Serve
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

■ 国際協会モットー
■ 国際会長キーワード

■ 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

■ 会長スローガン
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く汗は爽やかでした。この奉仕作業はＬＣ の
数ある事業の中でも、
かなり意義のあるも
の だ と 思 い ま す。 参
加された皆様大変ご
苦 労 様 で し た。 都 合
上参加できなかった
方、 来 年 は 是 非 参 加
して爽やかな汗を一
緒に流しましょう。

10／8 世界ライオンズデー
法華寺畑遺跡歴史公園整備事業

世界ライオンズデー
Ｌ 河 本

裕

10月８日「世界ライオンズデー」我がクラブ
は、恒例の法華寺畑遺跡の草刈り・除草整備作
業を倉吉市文化財課の職員方と、社老人クラブ
（20名）の参加を頂いて、快晴の中盛大に行な
われました。
森事業委員長の進行で開会式、加藤会長の挨
拶、倉吉市へ目録贈呈、文化財課事務局長挨
拶、社老人クラブ中林会長挨拶、 社老人クラ
ブへ記念品贈呈、記念撮影、そして、小山担当
委員より作業説明が有り、早速、皆さん各自の
作業を開始しました。私は、草刈を担当しまし
たが、10月にしては珍しく気温が28℃まで上昇
し、かなりの汗をかきましたが、奉仕作業でか
事業委員長の乾杯でライオンズデーの慰労を兼
ねた月見例会が始まりました。「飛鳥」の店内
は町家を改装した造りで広い空間の中、畳と椅
子で会食をするといったスタイルで、このあた
りでは珍しいお店でした。料理も郷土の食材を
使った日本料理でとても美味しくいただきまし
た。
ほろ酔い気分となったところで、お店のオー
ナー山下さんから挨拶があり、前会長Ｌ深田よ
り、ぜひ倉吉ライオンズクラブに入って頂きた
いと入会申込書が渡され、メンバー全員で賛同
の拍手を送り、
最後にＬ松井
Ｚ・ Ｃ の ロ ー
アで楽しい月
見例会を閉会
しました。

月見例会

2017年10月８日
日本料理 飛鳥
日本料理
飛鳥にて
Ｌ 穴 田

守

10月８日㈰ライオンズデー終了後、魚町にあ
る日本料理「飛鳥」にて、ビジター常連の倉吉
打吹ライオンズクラブ中原啓介さんにも参加し
ていただいて、24名の参加者で盛大に催されま
した。ここちよい汗を流し、帰宅してシャワー
を浴びて横になっ
ていたら２時間も
寝てしまい、例会
に遅れるところで
した。
10月第１例会を
時短で終え、Ｌ森
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今日の集い 明日への奉仕
ます。
現在は、体験型の内容を多く取り込むイベン
ト内容になっています。その中でも、今年８月
よりスタートさせた企画が、５インチゲージ
と呼ばれている、お客様に乗車をしていただ
く、ミニ鉄道を新たに展開させて頂いていま
す。（写真で紹介させて頂きます。）
鉄砲事業部（サバイバルゲーム推進）は、何
か所か、フィールドの候補地は上がっています
が、もうひと押しの状態ですが、確実に前進を
しています。全国で息の長いブームなので、自
然の宝庫、県外から鳥取県中部に集客できる確
信を持っていますので、頑張って行きたいと思
います。
お話ししたいことは尽きませんが、限りがあ
りますので、鉄砲事業部のホームページはまだ
ありませんが、鉄道事業部のホームページは開
設させて頂いていますので、是非お立ち寄りく
ださい。鉄道サークル鉄で検索していただけれ
ばトップに出ますので、どうぞ、よろしくお願
いします。
国語が苦手なもの上手くまとめる事が出来ま
せんでしたが、最後まで、ご一読いただきまし
た事に感謝を申し上げます。
有難うございました。

会員スピーチ（９月第１例会）
サークル
『鉄』とは
計画副委員長

Ｌ 東 田 幸 一
「サークル『鉄』とは」をタイトルで会員ス
ピーチをさせて頂きました。
この度は、貴重なお時間をいただきました事
に感謝を申し上げます。スピーチの時間が短く
なってしまいましたので、上手くまとめる事が
出来ず、拙いスピーチになってしまい、申し訳
ございませんでした、と言うことで、再度、機
会をいただきましたので、まとめさせていただ
ければと思います。
「鉄」は、趣味からビジネスへそして、継続
するには何が必要かを、念頭に歩んできまし
た。イベントを企画運営するたびに、継続する
には、お客様目線で、毎回何か新しい仕掛けを
１点でも盛り込む、そして運営側も楽しむ事等
を考えながらメンバー一眼となって活動させて
頂いています。
鉄道事業部、鉄道サークル「鉄」は、おかげ
さまで、数多くイベント
企画運営をさせて頂い
ていますので、お客様よ
りうれしいお言葉をい
ただいています。その言
葉に驕られる事なく、創
めた頃のわくわく感を
忘れないで前進してい

倉吉ＬＣ女子部のつぶやき
言っていたらしい。
やはり、芸能界へのあこがれは強く、中１の
時にオーデションがあり、まずは、履歴書、全
身写真、デモテープを送った。なんと合格 ! ! 本
選が東京であるとの事。絶対に行きたかった
が、親から反対され、泣く泣くあきらめたのを
覚えている。もし、あの時、東京に行っていた
ら？と考える事がある（笑）なんもないですけ
どネ～。
持って産まれた性格ですネ。幼い時からよく
笑い、にぎやかな子でした。大人になっても変
わりません。
今、生かされている事に感謝し、素敵な人生
を送りたいです。

かわいかった頃
Ｌ 羽 合 江 美
何をつぶやこうかナ～？考えても考えても思
いつかなく、幼少時代、少女時代の思い出を書
こうと思います。
これは親から聞いた話だが、私はしゃべれる
ようになった頃から、テレビのブラウン管の
前に座り、「江美もテレビの中に入りたい」と
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せていただきましたが、作業終了後は近年感じ
たことのない爽快感があり、また、心地よい
疲れも感じることができました。今後も「We
Serve」の精神、そして入会式の際に朗読させ
ていただいた「ライオンズの誓い」を心に留め
て活動してまいりたいと思いますので、ご指導
のほどよろしくお願いいたします。

入会式
9月第２例会 ホテルセントパレス倉吉
入会ご挨拶

よろしく
お願い致します

新会員

Ｌ 高 田 充 征
新会員
この度、当事務所の法人化を機に、歴史ある
倉吉ライオンズクラブに入会させていただきま
した。地元に、より密接に関わりたいと以前か
ら強く思っていたこともあり、入会させていた
だいたことを非
常に光栄に感じ
ております。
先日、ライオ
ンズデーに実施
された法華寺畑
遺跡歴史公園整
備事業に参加さ

Ｌ 杉 本 友 子
この度、倉吉ライオンズクラブに入会させて
頂きました、杉本です。加藤会長さんより、お
声かけて頂きました。
私にはとてもハードルの高いライオンズクラ
ブ ! ! かなり不安で一杯ではございますが、早
く皆様方のお役に立てます様に努力精進いたし
ます。他が為にさせていただく奉仕精神だけは
人一倍あるかと思います。しかし、未熟者です
ので、先輩方のご指導、ご鞭撻のほど、よろし
くお願い申し上げます。

寄稿

一般に活用されている
のが天ぷらに採用され、
吾々の健康を管理して頂
いています。
このように花が咲くこ
とは自然の理であり、雪ノ下自身が子孫の繁栄
が保障される第一歩と考えられる。
この喜びも私の人生や我が倉吉ＬＣが発展す
る兆候と思い、今後はより良い年になる様、心
がければ必ず良い実が成熟すると期待され、合
わせて奉仕活動に邁進していきたいと思います
ので、会員のご協力をお願いします。

クラブの発展に
思うこと
Ｌ 安 本 大 治
昨年、Ｌ山本彰から頂いた雪ノ下が繁茂し
て、今年は花が咲き、私にとって大変嬉しく感
じる年となりました。

その道の途中で振り返ると、べた踏み坂とそ
の右側に秀峰大山が。グッドな写メポイントで
す。ですが、それも天気次第で、雲が多いと大
山が隠れてしまいます。この日も大山は雲の中
でした。写真を紹介出来なくて残念です。なの
で、中海の風景を載せます。ちなみにべた踏み
坂は大根
島から境
港へ帰る
方向がべ
た踏みで
す。

今月のドライブ
べた踏み坂と中海
会長

Ｌ 加 藤 康 彦

今回はお気に入りのコースを紹介します。境
港から通称べた踏み坂を渡り大根島に降り、そ
こから中海を渡り松江方面へ。大根島から中海
を渡る道路は、埋め立てて造られたもので、島
と島を結ぶ〇〇大橋のような景色を味わえま
す。
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事 務 局 だ よ り
６．ライオンズデー 計画・予算（案）について
承認されました。
７．ふるさと再発見ウオーク 計画・予算（案）について
承認されました。

■ ９月第２例会 ９月27日㈬（第1387回）
実出席 69％
メークアップ後 91％
ドネーション 25,000円
ファイン 1,500円
【理事会提案】
１．入会候補者について
高田税理士事務所 税理士 高田充征 様
承認されました。
アフラック代理店 代表 杉本友子 様
承認されました。
２．Ｌ新谷昌二 退会について
承認されました。
【幹事報告】
１．ボブ・コーリュー判事LCIF理事長よりメッ
セージが届きました。
２．キャビネット事務局より 2017-2018年度第
30回国際平和ポスターコンテストならびに作文コ
ンテスト 応募締切について文書が届きました。
３．7R-2Z ガバナー公式訪問懇談会の報告
日時：平成29年９月８日㈮ 16：00～17：30
場所：ホテルセントパレス倉吉
４．ふるさと再発見ウオークin関金（11／５開催）の下見
日
時：平成29年10月11日㈬ 13：30～
集合場所：倉吉市役所関金支所 駐車場
５．倉吉市教育委員会事務局生涯学習課より、
市営陸上競技場 南側工事に伴い、桜支障木（５
本）の枝ばらいについて連絡がありました。
６．㈱新日本海新聞社中部本社より「第37回日本海
駅伝競走大会」
「第32回くらよし女子駅伝競走大会」
大会ＰＲ特集号 広告協賛のお願いが届きました。
７．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより
下記の文書が届きました。
①平成29年度賛助会費について（お願い）
②「10月臓器移植普及推進月間」のポスター・
チラシについて（依頼）
③鳥取県臓器・アイバンクだより
８．株式会社 中井脩 様より 中井脩倉吉店リ
ニューアルオープンの際のお礼が届きました。

■ 10月第１例会 10月８日㈰（第1388回）
実出席 77％
メークアップ後 81％
ドネーション 14,000円
ファイン 900円
【幹事報告】
１．ボブ・コーリュー判事LCIF理事長よりメッ
セージが届きました。
２．キャビネット事務局より下記の文書が届きました。
①2017-2018年度における LCIF献金 実施のお願い
②第２回キャビネット会議 議案録
③キャビネットニュース９月号
④薬物乱用防止教育認定講師養成講座 開催
のご案内
日 時：2017年12月２日㈯ 13：00～16：30
場 所：倉吉市上井公民館
申込料：4,000円
３．7R YCE・国際関係委員 橋本和憲様より 冬
期YCE受入家庭再募集のお願いが届きました。
４．鳥取ライオンズクラブより 認証60周年記
念式典・祝宴記念誌ならびに御礼が届きました。
５．国際平和ポスター展
展示期間：平成29年10月９日（月・祝）10：00～13日㈮ 16：00
展示場所：倉吉未来中心 アトリウム
展示作業：10月９日（月・祝）９：00～
撤去作業：10月13日㈮
16：00～
作業メンバー：
【展示】Ｌ松井・Ｌ穴田・Ｌ明里・Ｌ森
【撤去】Ｌ松井・Ｌ深田・Ｌ加藤康・Ｌ明里・
Ｌ高田
６．7R-2Z ４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕実施
日時：平成29年10月29日㈰
【午前の部】９：30～12：00【午後の部】13：00～15：00
場所：倉吉未来中心（集合…なしっこ館フルーツパーラー前）
ホスト：倉吉打吹ライオンズクラブ
協力メンバー：
【午前の部】Ｌ松井・Ｌ加藤康・Ｌ羽合・Ｌ明里・Ｌ杉本
【午後の部】Ｌ松井・Ｌ小山・Ｌ深田・Ｌ加藤康・Ｌ山本庄

理 事 会 報 告 ９月13日開催
１．「第37回日本海駅伝競走大会」「第32回く
らよし女子駅伝競走大会」大会ＰＲ特集号
広告協賛について
協賛しないことが決まりました。
２．（公財）鳥取県臓器・アイバンクより 平
成29年度賛助会費について
支払わないことが決まりました。
３．納涼例会 決算について
承認されました。
４．月見例会 計画・予算（案）について
承認されました。
５．今後の例会計画について
承認されました。

LIONS CALENDAR（11月行事予定）

ライオンズカレンダー
11月５日㈰
８日㈬
８日㈬
12日㈰
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ふるさと再発見お散歩ウオークin関金
９：00～ 関金地区周辺
11月定例理事会
11：20～ ホテルセントパレス倉吉
11月第１例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉
４クラブ親善グランドゴルフ大会
14：00～ 潮風の丘とまり

LIONS
17～20日
22日㈬

KURAYOSHI

東洋東南アジアフォーラム（台南）
11月第２例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉

スピーチありがとうございました。
次、困ったら、会員のどなたかへハッ
ピーメッセージをさせていただきま
す。宜しくお願いします。あと、ガ
バナー公式訪問、ご協力ありがとう
ございました。
・ライオンズデー、おつかれさまでした。
・９月23・24日、全国バレーボール
クラブチームの全国大会に行ってき
ました。全員が２年生という倉吉ペ
アーズユースの選手たちは強い相手
にも堂々とした試合が出来、なんと
か１勝することができました。あり
がとうございました。

ドネーション

ありがとうございました

事務局
倉吉打吹ＬＣ 石賀伸行様
・遅れてすみません。
倉吉打吹ＬＣ 中原啓介様
・お世話になります。おいしい料理、
期待しております。
Ｌ藤田 ・ライオンズデー、おつかれさまでした。
Ｌ清水 ・全法連会長表彰を頂いた所ですが、
今月に成って、他表彰の推薦案内が
MEMORIAL DAY
あり、喜んでいます。何も無ければ
良いのですが。
Ｌ松井 ・ガバナー公式訪問、おつかれ様でし
10月誕生記念
た。高田さん、杉本さん、ご入会お
Ｌ穴田 守 10月18日
めでとうございます。
10月結婚記念
・奉仕デー、おつかれ様でした。中原
Ｌ清水俊男 10月16日 Ｌ松井 實 10月３日
さん、ありがとうございます。
Ｌ新藤祐一 10月16日 Ｌ斎藤周作 10月16日
Ｌ戸﨑 ・高田さん、杉本さん、ご入会おめで
とうございます。
Ｌ加藤康・高田さん、杉本さ
国際平和ポスターコンテスト
ん、ご入会おめで
とうございます。
・ライオンズデー、
ごくろうさまでし
た。
Ｌ山本賢・高田さん、杉本さ
ん、ご入会おめで
倉吉LC最優秀賞
倉吉LC優秀賞
7R-2Z・ZC賞
とうございます。 社小学校
上灘小学校
小鴨小学校
Ｌ山本庄・Ｌ東田さん、会員
山﨑葵衣さん（６年）
藤村結依さん（６年）
大番大楓さん（６年）

おめでとうございます

私のこだわり 会員リレー

きです。コーヒーを
入れるための適温温
度もあって、およそ
85度～90度くらいが
いいとのことで、お
湯の温度が熱すぎた
り、早く入れ過ぎた
りすると苦味が強くなるそうです。また、最初
の１滴のことを「ファーストドリップ」と呼び、
一番美味しいそうです。京都のとあるお店はそ
の１滴に時間を費やすコーヒー屋さんもありま
した。逆に、最後の１滴は雑味の元になる苦味
成分や不純物が増えるので美味しくないのでそ
こは入れないようにする。蒸らし時間も最低で
も30秒は蒸らして欲しいです。上記のことを
守れば美味しいコーヒーが誰でも抽出できるの
で皆さんも是非試してみて下さい。
》次回はＬ山下にリレーします

会員の皆さんのこだわりを紹介します。

ドリップ
コーヒー
Ｌ 本 田 亮 陛
寒くなってくるとホットコーヒーをよく飲む
私ですが、コーヒーも入れ方や種類がいろいろ
あります。インスタントコーヒーとドリップ
コーヒーがありますが、抽出時間はかかります
が専らドリップコーヒーが美味しいしので好

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）

