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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
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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

今日の集い

LCIF

2017

明日への奉仕

2017年

納涼例会

倉吉ライオンズクラブ
336-B 7R-2Z
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ガバナー公式訪問

納涼例会

2017年９月8日
ホテルセントパレス倉吉

2017年８月9日
ホテルセントパレス倉吉

太田ガバナーを
お迎えして

納涼例会

第二副会長

Ｌ 山 本

Ｌ 中井修二郎

彰

さる９月８日㈮にホテルセントパレス倉吉に

８月の第１例会は暑さを吹き飛ばす納涼例会

おきまして、7R-2Zの「ガバナー公式訪問合同

です。今年度はＬ山下正喜を迎え入会式が行わ

例会」が開催されました。加藤会長の開会宣

れました。お祝いと歓迎を申し上げます。Ｌ加

言の後、この度2017～2018年度の336Ｂ地区の

藤会長よりホールインワンの記念品をいただ

ガバナーに就任されたＬ太田健一は、『成せば

き、Ｌ中井のトライアスロン完走の報告もあ

なる

We Serve!』という力強いスローガンで

り。そして皆の笑顔で来月号の表紙になる写真

「我々の住む地域を元気にするアクティビティ

撮りもでき、Ｌ李会報委員長も一安心。明日か

を１年間おこなっていきましょう」と所信を述

らの元気を呼込む楽しい例会となりました。

べられました。また松井ゾーンチェアパーソン

今回のオークションはＬ東田の値決めのテク

は、歓迎の挨拶の中で昨年の鳥取中部地震の際

ニックが上手で、従来の価格より高値で競り落

の様々な支援に対する謝意を述べられると同時

とされたように思います。この暑い時期にホッ

に、鳥取県中部のこれからの復興を祈念されま

ト毛布を高値で売却、すごいです。今年度は

した。

オークションの売上金額が大幅に増加するんで

今回の合同例会のホストはわが倉吉ライオン

しょうか？

ズクラブの担当でし
たが、山本庄英計画
委員長の見事な段取
りと明里幹事の落ち
着いた進行で滞りな
く終える事が出来た
と思います。
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今日の集い 明日への奉仕
８月第２例会ゲストスピーチ

身近な病気
湯川医院

院長

湯川

喜美 様

で、定期健診や人間ドックの重要性を強く感じ
ました。

健診へ行こう

病院へは、痛いとか、熱があるとか、我慢出
来ない時にしか行かないので、手遅れにならな
いように、人間ドックの予約をしたいと思いま

計画副委員長

す。

Ｌ 東 田 幸 一

皆様も、お体には気を付けてください。湯川
院長、貴重なお話、有難うございました。

この度は、湯川医院

院長湯川喜美様より、

演題「身近な病気」について、ご講演をいただ
きました。
まず、一番多い病気は、癌、二番目に多い病
気は、糖尿病というお話でした。癌について
は、現在２人に一人、糖尿病については４人に
一人と、他人事ではなく、本当に身近な病気と
感じました。どちらも怖い病気なので、なりた
くない病気ですよね。防ぐには、早期発見、早
期治療しかないとの事でした。両病気は、症状
が出てからでは、手遅れ状態との事でしたの
の皆様に迷惑をかけないように「ライオンズの

入会式

誓い」を胸に刻み、精一杯努力精進いたします
ので、ご協力及びご指導ご鞭撻の程よろしくお

8月第２例会 ホテルセントパレス倉吉

願いいたします。

入会のご挨拶
新会員

Ｌ 山 下 正 喜
この度、当社の安本会長が終身会員になられ
たのを機会に入会させていただきました。前か
ら決めていました、由緒ある倉吉ライオンズク
ラブに入会出来ました事をとても光栄に思って
います。また入会に際しまして、声をかけてい
ただいた加藤会長と背中をおしていただいた安
本会長にも感謝しております。
還暦を迎えての入会で色々と不安があります
が、組織や会則・言葉などを早く覚えて、会員
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ンバーの中にはキャディーさんの言われる事を

倉吉LC会長杯ゴルフコンペ

しっかり聞いて、ロングパットを決められる方
もおられ、皆様が一打一打に一喜一憂のゴルフ

2017年９月６日
グリーンパーク大山ゴルフ場

でした。
プレー終了後は、倉吉の「漁師料理さと」で
Ｌ北村さん、Ｌ羽合さんもご参加いただき、こ
の日の好ショットや珍プレーの話題で盛り上が

会長杯ゴルフ
大会に参加して

り、その後、成績発表や馬券の発表を行い、更
に盛り上がり、お酒が進んだようでした。優勝
は、Ｌ加藤会長でした。次回は参加者を増やし
て早めに開催しようと話をして、懇親会を終了
しました。

Ｌ 加 藤 和 彦
倉吉ライオンズクラブ会長杯ゴルフ大会を９
月６日、グリーンパーク大山ゴルフ場で開催し
ました。
当初は、大雨が心配されましたが、皆様の日
頃の行いが良いのか、時より小雨が降る程度で
した。
今回は、初出場でＬ山下正喜さんや打吹のＬ
中原啓介さんにご参加いただき、７名で楽しく
プレーを行いました。賞品もドラゴン・ニアピ
ン・何でもニアピンをハーフ毎に行い、また、
馬券は２位・６位を当てる様にし、各ホール楽
しくプレーを行いました。
自分は、２ヵ月ぶりのゴルフでとても楽しみ
でしたが、最近プレーしてないので、とても不
安でした。初めのホールなどは、２オン４パッ
トなど各ホールでしっかりと打ちましたが、メ

今月のドライブ
山陰ジオパーク岩美エリアと東浜
会長

Ｌ 加 藤 康 彦

今回は岩美町を走ってきました。初秋といっ
てもまだ汗ばむ中でしたが、潮風を受けながら
きれいな海岸線を走るのは爽快です。岩美町に
入り、網代～田後、浦富の海岸線を疾走し、羽
尾で一休み。波に侵食された岩が入り組み、そ
の間にきれいな砂浜。プライベートビーチにし
たいようなところでした（写真）。そこから東
浜の海水浴場を少し走り、最近話題のＪＲ山陰
線の東浜駅を見てきました。「瑞風」の停車駅
として駅舎をスタイリッシュに。ちっちゃいで
すが。県外車の方々が記念写真を撮られていま
した。
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今日の集い 明日への奉仕

事 務 局 だ よ り
５．ふるさと再発見ウオークについて（報告）
日にち：平成29年11月５日㈰
コース：関金地区
６．中井脩改装のお祝いをしました。

■ ８月第２例会 ８月23日㈬（第1385回）
実出席 71％
メークアップ後 84％
ドネーション 26,000円
ファイン 1,200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。
①九州北部豪雨災害 義捐金のお振込みについて
②献眼推進活動におけるクラブ担当者選任と
報告のお願い
③ 第二副地区ガバナー候補資格所持者名簿
３．会長杯ゴルフコンペ
日時：平成29年９月６日㈬ 10：06スタート
場所：グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部
４．（公財）鳥取県臓器・アイバンクより平成29
年度 臓器移植普及推進街頭キャンペーン ボラ
ンティア募集について（依頼）が届きました。
日時：平成29年10月29日㈰ 10：15～11：30
会場：倉吉未来中心
＊今年度担当は、倉吉グレートライオンズ
クラブです。

■ ９月第１例会 ９月８日㈬（第1386回）
実出席 78％
メークアップ後 88％
【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。
①国際本部からLCI OSEAL Oiceライオン
ズクラブ国際協会の日本における事務所に
ついて重要な連絡
②『明日へのリーダーシップセミナー』開催
のご案内
日時：2017年10月７日㈯
◆セミナー 14：00～17：00
◆懇親会
17：00～19：00
場所：岡山プラザホテル
③クラブ会員増強目標 現状確認と修正報告
のお願い
④キャビネットニュース８月号
３．会員カードをお配りします。ライオンズク
ラブのメンバーとして公式な行動をとる時は
必ず携行してください。
４．国際平和ポスター展
期間：平成29年10月９日（月・祝）10：00～
10月13日（金）16：00
場所：倉吉未来中心アトリウム
（開館時間９：00～22：00）
展示作業：10月９日（月・祝）９：00～
撤去作業：10月13日（金）
16：00～

理 事 会 報 告 ８月９日開催
１．九州北部豪雨災害 義捐金について
２ゾーン他クラブの動向を見て検討するこ
とが決まりました。
２．献眼推進活動におけるクラブ担当者選任について
戸﨑 第一副会長が兼務することが決まり
ました。
３．『次世代&YCEグローバル セミナー』について
再度、例会にて会員に募ることが決まりま
した。
４．国際平和ポスター予算（案）について
承認されました。

倉吉ＬＣ女子部のつぶやき
夏に強い私が、今年は８月下旬に熱中症と診断
されてしまいました。原因は色々あるそうです
が、一般的に脱水、過労、加齢等々…。症状も
吐き気、発熱、寒気、めまい、だるい…とあり
ました。最後にアルコールは水分補給にはなり
ませんよと言われてしまいました。
「夏バテ」とは、自律神経の乱れにより暑さ
に負けて、「夏負け」となるらしいです。
最近、耳にする言葉に「秋バテ」があります。
夏にエアコンで体を冷やしすぎたり、アイスク
リーム等を食べ過ぎたりしたつけが秋に回って
くるらしいです。
皆様、気をつけてくださいね。

夏バテ
Ｌ 山 本 弘 美
今年度より始まりました倉吉ＬＣ女子部のつ
ぶやきですが、つぶやきたい事が多すぎて、一
番タイムリーな「夏バテ」についてつぶやかせ
て頂きます。
私は夏産まれで１年の中で１番夏が好きで、
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５．第５回 ４クラブ親善グラウンド・ゴルフ大会
日 時：平成29年11月12日㈰ 14：00～
＊雨天中止
場 所：潮風の丘とまり
ホスト：倉吉北LC
６．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより
普及啓発のためのポスターが届きました。

ドネーション

ありがとうございました
倉吉グレートLC 湯川喜美様
・外部講師にお招きいただきました。
メイクアップもさせて頂きます。
Ｌ名越勉・Ｌ加藤康彦、ホールインワンおめで
とうございます。記念のタオル頂き
まして感激です。
Ｌ安本 ・湯川先生、講演に来て頂いて。
Ｌ清水 ・キャンセルしていた昼食でしたが、
幸いに食べさせて頂くことに成りま
した。美味しくいただきました。
Ｌ松井 ・今日は地蔵盆です。河原町の花火が
夏の終わりをつげるんですが、未だ
暑いですねー。湯川先生ありがとう
ございます。
Ｌ東田 ・オークション、みなさまのご協力、
ありがとうございました。
Ｌ加藤康・湯川先生、よろしくお願いします。
健康が一番です。
Ｌ濱中 ・テールツイスタータイム、２回目で
す。よろしくお願いします。
Ｌ中井 ・この度の弊社のリニューアルオープ
ンに際しましては、皆様より過分な
お祝いの品をいただき、ありがとう
ございました。
Ｌ山下 ・入会式、心温かな歓迎していただき
まして、ありがとうございました。

LIONS CALENDAR（10月行事予定）

ライオンズカレンダー
10月８日㈰

９～13日
11日㈬
25日㈬
29日㈰

ライオンズデー
13：30～ 法華寺畑遺跡
10月第１例会（月見例会）
18：30～ 清水庵
国際平和ポスター作品展示
倉吉未来中心アトリウム
定例理事会
12：00～ 倉吉未来中心
10月第２例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉
４クラブ合同アクティビティ献血
９：30～ 倉吉未来中心

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
９月誕生記念
Ｌ加藤康彦 ９月23日
９月結婚記念
Ｌ東田幸一 ９月30日

Ｌ山下正喜

９月27日

私のこだわり 会員リレー

床につけます。④床に両足のつま先をついて、
いったん中座の姿勢を取ります。⑤つま先を伸
ばし、両足の親指を重ね、腰を下ろして正座を
します。竹刀の置き方。立ち方。立礼と座礼な
どなど、一つ一つの動きにすべて基本動作があ
り所作を正しく学ぶということの大切さを強く
感じています。それこそが、親のこだわりです。
実は、昔から「子供たちには武道をさせた
い。」という気持ちがあり、「剣の理法」を学ぶ
過程で、人間として成長し、心身ともに立派な
剣士になることを楽しみ
にして、子供たちの稽古
を、ニヤニヤとしながら
真剣に見守ってる今日こ
のごろです。

会員の皆さんのこだわりを紹介します。

親のこだわり
Ｌ 斎 藤 周 作
私には、小学校２年生の長男と年長の次男が
いますが、二人とも４月から剣道を始めまし
た。
剣道では「左座（さざ）・右起（うき）」とも
言われ、座る時は左足から、立つ時は右足から
動く。また座り方は、①左足を後ろに引きます。
②左ひざを床につけます。③続いて右ひざを

倉吉ライオンズクラブ

》次回はＬ本田にリレーします

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）

