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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

今日の集い

LCIF

明日への奉仕

2018年
クリーンアップ大作戦

倉吉ライオンズクラブ
336-B 7R-2Z
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功績を評価して戴き、県知事表彰を受けました。
新年合同アクティビティでは倉吉市子育て総合
支援センター「おひさま」へ幼児用遊具を贈
呈しました。１月14日には336-Ｂ地区一斉アク
ティビティとして「クリーンアップ大作戦」倉
吉市立図書館、せきがね図書館、本年からみさ
さ図書館も入れまして、絵本のクリーニング、
電灯交換、高い所の窓の清掃、棚の取り付け、
本の運搬等、住民の皆様が気持ち良くご利用し
て戴けますように奉仕活動をしました。
震災から１年３ヶ月が経ちますが、未だ復旧
は道半ばです。中部倉吉はフィギュアミュージ
アムが四月には開館の予定ですし、ナショナル
会館の跡地には複合施設、ホテイ堂跡地に市の
一部業務移転、県立美術館建設と良い事案が目
白押しです。私達のモットー“ウィサーブ”で
地域を今以上に元気にしていきましょう。その
為にも組織強化が不可欠です。どうか声掛けを
今一歩踏み出していただき、会員増強をよろし
くお願いいたします。
本年も皆様におかれまして、明るい希望に満
ちた素晴らしい年になりますようお祈り致しま
す。

ご挨拶
ご挨拶
7R-2Z・ZC

Ｌ 松 井

實

新年明けましておめでとうございます。第47
回336-Ｂ地区7R-2Z ４クラブ新年祝賀合同例会
が石田倉吉市長様、名越元国際理事・地区特別
顧問、他役員のご列席を戴き、盛大に開催出来
ました。
上半期事業を振返ってみますと、国際平和ポ
スターコンテストでは上灘小の藤村結依さんが
佳作に選ばれました。献血活動は血液が慢性的
に不足していますので、医療業界からは非常に
高く評価されています。チャリティグラウンド
ゴルフ大会では募金を社会福祉協議会へ送呈し
ました。薬物乱用防止啓発活動では永年に亘る

第47回４クラブ

新年祝賀合同例会

ホテルセントパレス倉吉

平成30年１月10日㈬
えし、特に今回は、１区の島田政徳ゾーンチェ
アパーソンにも出席していただき合同例会を盛
り上げていただきました。
合同アクティビティは、倉吉市子育て総合支
援センター「おひさま」へ、遊具を贈呈し、有
意義に活用していただけるものと思います。
例会終了後の懇親会もアトラクションあり福
引ありと楽しくすごせました。
準備万端とどこうりなく終了出来ましたのも
計画委員会の密度の濃い事前の作業とリハーサ
ルのたまものと感謝します。倉吉ライオンズら
しさを十分に発揮出来た合同例会でありまし
た。

４クラブ新年祝
賀合同例会
クラブLCIFコーディネーター

Ｌ 北村龍一郎
平成30年１月10日ホテルセントパレス倉吉に
於いて47回目となる４クラブ新年祝賀合同例会
が催されました。
来賓に石田耕太郎倉吉市長、元国際理事・地
区特別顧問名越勉様、各地区委員の皆様をお迎
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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』

１月17日

倉吉市立図書館 ほか
読んだ（読まされた）本だ」とか「これは娘が
気に入っていた本だ」などと思いながら黙々と
作業をしました。普段何気なく借りている本で
すがこのように定期的にクリーニングされてい
るおかげで綺麗な状態を保っているのだと初め
て知ったのもよい経験でした。

クリーンアップ
大作戦に参加して
テールツイスター

Ｌ 山本賢一郎
１月14日㈰に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』が開催されまし
た。当クラブでは倉吉市立図書館などにて、不
要となった書籍・新聞の廃棄、絵本の表紙拭
き、書棚の作成などを各々が担当し行いまし
た。
私は主に絵本の表紙
拭きをしました。子ど
もの絵本の表と裏表紙
を、クリーナーを軽く
吹きかけたタオルでひ
たすら拭くという地道
な作業です。私の子ど
ももよく借りており、
たまに「これはこの前
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入会式
今年度

12月第２例会・１月第2例会

５名の入会がありました

新入会員あいさつ

新入会員あいさつ

新会員

新会員

Ｌ 浦 木 純 二

Ｌ 山 下 二 郎

この度、倉吉ライオンズクラブに入会させて
頂き、ありがとうございます。
ライオンズクラブが、どのような所で・どの
ように活動されているのか、殆ど知識がありま
せん。
ただ、私のようなものが参加させて頂けるよ
うな所ではない。と感じておりました。
これが、唯一のライオンズクラブに対しての
知識でしたが、入会後、合同例会・１月例会の
折、諸先輩方に大変良くしていただきました。
これからも、私のようなものという思いは消
えませんが、勉強をさせていただきながら、倉
吉ライオンズクラブの活動に貢献できますよう
努めて参ります。よろしくお願い致します。

この度、倉吉ライオンズクラブにＬ深田様の
紹介により入会させていただきました山下二郎
です。よろしくお願いいたします。
Ｌ深田様とは長い付き合いで、他の会の部会
でも指導を頂き大変お世話になっており、倉吉
ライオンズクラブへのお誘いを受け大変感謝し
ております。
そして、倉吉で一番長い歴史のある倉吉ライ
オンズクラブに入会でき、諸先輩方と活動でき
ることを誇りに思います。
仕事は飲食業で、日本料理店を営んでおりま
す。取得免許は、日本料理専門調理師 調理技
能士 ふぐ処理師を取得しております。調理師
という職種でございますので、食を通して社会
奉仕に貢献出来ればと思っております。
料理を作ることしか出来ない無知な私です
が、時間の許す限り多くの活動に参加し学習し
て知識を高めてまいりたいと思っております。
微力ながらできる限り努力してまいりますので
今後ともよろしくお願いいたします。

今年の抱負

万里一空
ばんりいっくう

今年も目標に向かって頑張り続けます。

今年の抱負

一期一会
いちごいちえ

倉吉ライオンズクラブを通してたくさんの出
会いと、一つ一つの経験を大切にしてまいりた
いと思います。

4

今日の集い 明日への奉仕

事 務 局 だ よ り
Ｌ松井・Ｌ加藤康
〈前夜祭〉
Ｌ名越勉・Ｌ松井・Ｌ加藤康・Ｌ明里
〈代議員総会〉
Ｌ名越勉・Ｌ松井・Ｌ加藤康・Ｌ明里
〈大会式典〉
Ｌ名越勉・Ｌ松井・Ｌ加藤康・Ｌ明里・Ｌ
清水・Ｌ北村・Ｌ照下・Ｌ多田・Ｌ井手添・
Ｌ深田・Ｌ中井・Ｌ高田
３．キャビネットより下記の文書が届きました。
①『未来への若手フォーラム』開催のご案内
日 時：2018年２月17日㈯
◆フォーラム 14：00～17：00
◆交流会
17：00～19：00
場 所：岡山プラザホテル
②『GMTクラブ支部交流会』開催のご案内
日 時：2018年３月11日㈰
◆交流会 11：30～14：00
場 所：アークホテル岡山
③GST（グローバル奉仕チーム）アンケート
実施のお願い
４．7R-2Z ４クラブ会長会
日 時：平成30年２月７日㈬ 18：30より

■ １月第２例会 １月24日㈬（第1395回）
実出席 78％
メーキャップ後 81％
ドネーション 36,000円
ファイン 2,100円
【理事会提案】
１．上半期収支報告ならびに監査報告について
承認されました。
２．平成29年度指名委員（案）について
承認されました。
【幹事報告】
１．ライオンズクラブ国際財団より 第20回
ライオンズ国際協会人道支援レガッタ「反薬
物セーリング」のご案内が届きました。
２．第64回 地区年次大会 本登録についてのご
案内
〈記念ゴルフ大会〉
2018年４月21日㈯ 岡山国際ゴルフ倶楽部
〈前夜祭〉
2018年４月21日㈯ 岡山ロイヤルホテル
〈代議員総会・大会式典〉
2018年４月22日㈰ 総社市民会館
登録
〈記念ゴルフ大会〉

金曜日、会場はホテルグランビア岡山。19階の
スカイラウンジ貸し切りの豪華な宴でした。約
100名の参加で席はバラバラ。岡山の方々と夜
景を観ながら美味しいお酒をいただきました。
二つ目は私の習い事、新舞踊「さざなみ会」
の新年会です。岡山から帰って来て翌日、28日
の日曜日のお昼。鳥取の「しいたけ会館」が決
まりの会場です。会員約80名が出席。先生、名
取さんたち、所属の各支部が新年の初踊りを披
露し、和やかに宴が進みます。高齢者が多く、
今年一年の皆さんの健康と７月の終わりに開催
する発表会の成功を祈念して笑顔で閉じまし
た。

今月のドライブ
新年会を二つ
会長

Ｌ 加 藤 康 彦

２月も中旬が過ぎ少し暖かくなってきまし
た。春が近づくのを感じます。大流行のインフ
ルエンザにもかからず、ここまでは元気に過ご
せています。
さて、今月は１月にあった新年会を二つご報
告します。一つ目は「336B地区新年会」です。
今年で２回目の開催ということで、松井ＺＣ、
明里幹事と３名で参加して来ました。１月26日
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場
議

所：日本料理 飛
題：①2018～2019年 度 地 区 役 員・ 委
員推薦について
②上半期ガバナーズ・アワードの
選考について
５．7R-2Z 第３回ガバナー諮問委員会並びに
ゾーンレベル会員委員会
日 時：平成30年３月13日㈫
◆受付 18：00～
◆会議 18：30～19：30
◆食事 19：30～21：00
場 所：倉吉シティホテル
ホスト：倉吉打吹ＬＣ
出席者：各クラブの会長、第一副会長、幹
事、会計、会員委員長、事務局
６．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協
議会より 第１回県立美術館と共に歩む中部
地区の集い協議会議事録及び鳥取県美術館
フォーラム開催案内が届きました。
開催内容：
鳥取県美術館フォーラム
「みんなで考える私たちの県民立美術館」
期 日：平成30年２月６日㈫
午後１時から午後４時まで
会 場：倉吉交流プラザ
７．倉吉春まつり実行委員会より 平成30年
第44回倉吉春まつり実行委員会
開催について（ご案内）が届きました。
８．公益財団法人日本盲導犬協会より 会報「盲
導犬くらぶ」が届きました。

理 事 会 報 告 １月10日開催
１．アザレアのまち音楽祭2018協力団体依頼
について
協力団体として参加することが決まりまし
た。
２．日本沙漠緑化実践協会 会員登録ならびに
寄付について
参加しないことが決まりました。
３．創立記念例会決算について
承認されました。
４．家族例会決算について
承認されました。
５．陸上競技場桜維持管理事業 決算について
承認されました。
６．倉吉打吹太鼓振興会の監事の推薦について
委嘱期間 平成29年７月１日から平成31年
３月31日まで
会計 Ｌ穴田を推薦することが決まりまし
た。

■ ２月第１例会 ２月14日㈬（第1396回）
実出席 84％
メーキャップ後 97％
ドネーション 57,500円
ファイン 2,400円
【理事会提案】
１．事務局員の採用について
會見 紗緒理さん ＊２月15日より採用
承認されました。
２．LCIF50ドル献金の残金について
ドネーションに入れることが承認されまし
た。

倉吉ＬＣ女子部のつぶやき
るにつれ、トリュフ、生チョコ、ブラウニー、
チョコのカップケーキ、とグレードが上がっ
ていき、それに伴い、板チョコが二人で40枚以
上、バターが二箱、生クリーム一つ、その他
etc....と材料費もかさんできます️買って渡し
た方が安くない？と思うほどでした。母は、出
費がかさみます(TT)
ほんのこの前、専門学校に行ってる娘に米を
届けに行ったら、娘が、家族分のチョコカップ
ケーキを作っててくれました。なんか、嬉しい
ですね～ヽ(≧∀≦)ﾉ
何年も積み重ねてるだけあって、濃厚なチョ
コカップケーキで、とても美味しかったです。
まだまだ、友チョコ作りは継続中の様でした
(^_^;)

バレンタインデー
Ｌ 杉 本 友 子
私の子供は三人いるのですが、長女が、専門
学校１年生、次女が高校２年生、末っ子が小５
の男子です。
上二人が小学校中学年から、毎年バレンタイ
ンデーには友チョコを作ると言って、それぞれ
が作りたいものを作ります。小さい時は、チョ
コを溶かして小さいハート️型に流し入れ、飾
りを乗せて固めたものだったのが、年齢が上が
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【幹事報告】
１．国際本部より百周年記念ニュースレターな
らびにメッセージが届きました。
２．ライオンズクラブ国際財団（LCIF）より
アンケート調査へのご協力のお願いが届きま
した。
３．第64回地区年次大会議長 太田 健一地
区ガバナーより任命状が届きました。
任命状 資格審査委員 7R-2Zゾーンチェ
アパーソン Ｌ松井 實
４．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①第101回国際大会（ラスベガス）に関する
連絡事項について
②300E-1地区（台湾・高雄）訪問ツアーへの
ご案内
日程：平成30年６月17日㈰～６月20日㈬
場所：高雄・台北方面（岡山空港発着）
旅行代金：165,000円
③2020年オリンピック・パラリンピック支援
事業「東京2020パラリンピック大会出場を
目指している次世代選手の支援」について
＊近隣で該当する方がおられましたら、是
非とも推薦をお願いします。
④次年度クラブLCIFコーディネーター選任
についてご連絡
⑤キャビネットニュース１月号
５．7R-2Z ４クラブ会長会の報告
日 時：平成30年２月７日㈬ 18：30～
場 所：日本料理 飛鳥
報告事項：
①2018～2019年度 地区役員・委員推薦に
ついて
7R-2Z・ZC
＊倉吉打吹ＬＣ
ＭＣ委員
＊倉吉グレートＬＣ
環境保全委員
＊倉吉打吹ＬＣ
②上半期ガバナーズアワード選考について
大賞候補：倉吉ＬＣ 地域奉仕部門
「ふるさと再発見ウオークin関金」
優秀賞候補：倉吉グレートＬＣ
地域奉仕部門
「倉吉駅周辺の清掃」
③第47回４クラブ新年祝賀合同例会決算に
ついて
承認されました。
６．４クラブ親善ゴルフ大会
日時：平成30年４月15日㈰
９：24スタート
会場：大山平原ゴルフクラブ
ホテルセントパレス倉吉
１Ｆサンジェルマン

個人登録料：3,000円
プレー代：各自負担
懇親会登録料：4,000円
７．倉吉未来中心より 「音のない山崎まさよ
し～ MADE IN 倉吉」のご案内が届きました。
日 時：2018年３月10日㈯～16日㈮
10：00～20：00
会 場：倉吉未来中心アトリウム
入場料：無料

理 事 会 報 告 臨時理事会 ２月８日開催
１．「桜ずもう」の寄付について
昨年度同様、30,000円支援することが承認
されました。
２．山崎まさよしチケット２枚について
日時：2018年３月16日㈮
開場18：00 開演18：30
場所：倉吉未来中心 大ホール１階席
＊希望者を募ることが決まりました。

LIONS CALENDAR（３月行事予定）

ライオンズカレンダー
３月14日㈬
14日㈬
17日㈯
28日㈬

３月定例理事会
11：20～ ホテルセントパレス倉吉
３月第１例会
12：15～ ホテルセントパレス倉吉
少年少女バドミントン教室
９：00～15：00 倉吉体育文化会館
３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
２月誕生記念
Ｌ山本庄英 ２月21日 Ｌ森
Ｌ浦木純二 ２月13日

耕生

２月15日

ドネーション

ありがとうございました
Ｌ河本
Ｌ松井
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・上半期皆出席者表彰をいただきまし
た。
・20年表彰、戴きました。新年合同例
会、御苦労様でした。
・336-Ｂ地区の新年会でガバナー賞を

LIONS

KURAYOSHI
Ｌ加藤康・新年合同例会、無事終わりました。
皆さん、ありがとうございました。
・山下さん、ご入会おめでとうござい
ます。
・新しい事務局員が決まりました。會
見さん、よろしくお願いします。

福引で戴きました。
・富くじの賞品に米を使っていただき
ました。
Ｌ井手添・山下さん、入会おめでとうございま
す。
Ｌ深田 ・山下二郎さん、入会おめでとうござ
います。
・チョコレートたくさんいただきまし
た。ありがとうございます。
山下さん初例会ありがとうございま
す。
Ｌ北村

2018年１月マンスリー集計表
（2017年７月１日～１月31日現在）
アクティビティ

クラブ名
倉

件数
吉

倉 吉 打 吹
倉

吉

北

倉吉グレート
合

計

金額

ライオンズクラブ国際協会336-B地区キャビネット事務局
労力奉仕

会員異動

件数 時間

期首

前月末 入会 退会

当月

2

50,768

1

18

累計

8

276,724

6

291 （うち女性5）

36

当月

6

97,434

5

63

累計

13

302,925

11

320 （うち女性8）

当月

2

22,398

2

11

累計

9

26,589

8

83 （うち女性5）

当月

1

65,700

0

0

累計

4

219,131

3

125 （うち女性8）

当月

11

236,300

8

92

累計

34

825,369

28

819 （うち女性21）

41

41

18

17

44

45

139

私のこだわり 会員リレー

142

1

0

40

5

1

（うち女性6）

0

0

41

5

5

（うち女性8）

0

0

17

0

1

（うち女性5）

1

0

46

2

0

（うち女性9）

2

0

144

12

7 （うち女性28）

からは引退（無期限休止）されましたが、２年
前に行われたラストコンサートには、全７公演
中５公演参加してきました。その時もグッズを
手に入れるために数時間ならび、コンサート開
始前に相当に疲れ果てたのも、今となっては良
い思い出となっています。
》次回はＬ浦木にリレーします

会員の皆さんのこだわりを紹介します。

わたしのこだわり
Ｌ 森

39

当月末

耕 生

中学生の頃からの大ファンである氷室京介さ
んのグッズをご紹介させていただきます。Ｔ
シャツ、タオル、アクセサリー、ＤＶＤなどな
ど、写真には納まりきらない程いろんな物があ
るんですが、ファンクラブ限定、コンサート会
場限定などレアな物品も多数あり、なかには
ネットオークションで定価の５～10倍で取引
されているものもあります。（わたしは、売り
ませんが…。）
残念ながら、耳の不調によりコンサート活動

倉吉ライオンズクラブ

例会場／ホテルセントパレス倉吉
8

例会日／毎月第２・４水曜日
■発行日

第４水曜日（第２例会）

