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■国際協会モットー	 We	Serve
■国際会長キーワード	 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
■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　LCIF

■会長スローガン
今日の集い　明日への奉仕
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倉吉ライオンズクラブ
336-B 7R-2Z

2018年３月　花回廊にて（撮影Ｌ穴田　守）
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「庭木の手入れ教室」
の講演を聞いて

Ｌ 山 本 　 彰

　２月第２例会は樹医の牧野卓哉様より「樹木
に癒される人々」の講演を伺いました。樹医は
複数の民間団体等が称する方で家庭、お寺そし
て観光地、市の記念樹まで幅広く活躍のエリア
があるようです。ご講演の話の中で私は気付き
ました。木は30～40年で弱ってしまう。石の置
き方で根が伸びなくなる。消毒で木が元気にな
る。剪定をすることで風通しが良くなり景観を
整える。何よりも樹木が元気になるとうれし
い、活性化した庭は精神的に豊かになると締め
られました。昨年の３月例会では吉岡武雄様に
桜木についてのお話を伺い、伯耆しあわせの郷
にしだれ桜を楽しみに行きました。今回は庭木
や鉢植えの手入れ、病気などを伺い、今後の手

入れが変わってくると思います。樹木の再生事
例を写真で紹介され、私は今冬ソテツのこも掛
けを怠っており－８℃の凍結で葉を茶色に変色
させてしまいました。講演後に相談したとこ
ろ、葉を全部切取りなさい、それによって新し
い芽が早く出てくるそうです。来年からはこも
掛けを行います。
　近くの米田町に樹医さんがおられる事を知
り、何かと相談ができそうで喜んでおります。
山本弘美さん、ありがとう。

２月第２例会ゲストスピーチ

樹木に癒される人々
樹医　牧野　卓哉	様

凍結した後のソテツ

2018年２月マンスリー集計表

（2017年７月１日～２月28日現在）� 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

クラブ名
アクティビティ 労力奉仕 会員異動
件数 金額 件数 時間 期首 前月末 入会 退会 当月末

倉 吉
当月 2 248,000 0 0 36

39
0 0 40

累計 10 524,724 6 291 （うち女性�5） 4 1 （うち女性�6）

倉 吉 打 吹
当月 1 0 1 10 41

41
0 0 41

累計 14 302,925 12 330 （うち女性�8） 5 5 （うち女性�8）

倉 吉 北
当月 2 30,000 1 4 18

17
0 0 17

累計 11 56,589 9 87 （うち女性�5） 0 1 （うち女性�5）

倉吉グレート
当月 3 100,280 1 14 44

45
0 0 46

累計 7 319,411 4 139 （うち女性�8） 1 0 （うち女性�9）

合 　 　 計
当月 8 378,280 3 28 139

142
0 0 144

累計 42 1,203,649 31 847 （うち女性�21） 10 7 （うち女性�28）
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中波さん
お世話になりました

感謝の気持ちで
いっぱいです

事務局
中 波 祥 子

　ライオンズの事務局に勤めさせていただき、
６年になろうとしています。事務局の仕事を引
継ぎ、一人になった時、とても不安になりまし
たが、会員の皆様方の優しさのおかげで今日ま
で続けることができました。
　私事ですが、子どもがバレーボールクラブ
チームで全国大会へ２度出場した際、また昨年
は中学の県選抜選手として全国大会に出場した
際には、皆様方からたくさんの寄付を頂き行か
せていただきました。ありがとうございまし
た。
　あっという間の６年間でしたが、皆様方には
大変お世話になり、とても感謝しております。
本当にいろいろとありがとうございました。こ
れからも時々参加させていただく事もあるかも
しれませんが、どうぞよろしくお願い致しま
す。
　今後も倉吉ライオンズクラブのご発展と皆様
方のご健康をお祈りしています。

會見さん
よろしくお願いします

春とともに

事務局
會見紗緒理

　２月15日より、倉吉ライオンズクラブでお世
話になっております、あいみさおりと申しま
す。
　私の中のライオンズクラブは子どもの頃のク
リスマス会や家族会ののんびりとした楽しいイ
メージでした。ところが、実際に事務局の仕事
を教えて頂いておりますと、毎日が絶叫マシー
ンに乗っているかのような速さで過ぎておりま
す。飲み込みの悪い私に辛抱強く付き合って下
さる中波さんの優しさと無知な私に笑顔で接し
て下さる会員の皆様の寛大さが子どもの頃のイ
メージと現実とのギャップを埋めてくれていま
す。
　ご縁があったことに感謝をしながら、一日も
早く皆様に信頼して頂ける事務局員になれます
よう、頑張りたいと思っております。
　ご指導、よろしくお願い致します。

つぶやき

Ｌ 多 田 典 子

　三寒四温とは良く言ったもので、昨日は快
晴、今日は冷たい雨に風、健康に気をつけたい
ものです。さて、広報委員会では、委員長が休
会、羽合副委員長が昨年同様頑張っています。
さて、わが家の庭の松の木が茶色の松葉になっ

てしまい、枯れてしまうのか心配しました。
　そこでＬ清水さんに来ていただいて治療をし
てもらいました。３回くらいだったでしょう
か、現在緑葉がふさふさしています。
　全体的に見て、会員と同じ職種や内容がある
場合は、なるべく外からの客員スピーチはさけ
た方が良いかと思います。
　沢山の社長さんがおられるわけですから、ス
ピーチの上手下手はあるにしろ、お話を聞きた
いものです。
　最後となりました。中波さん、御苦労さまで
した。お幸せに! !

倉吉ＬＣ女子部のつぶやき
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今月のドライブ
パワースポット巡り

会 長　Ｌ 加 藤 康 彦
　寒かった冬もようやく終わり、春がやってき
ました。３月４日の日曜日、今年一番の快晴。
久々にハーレーに乗ることが出来ました。天気
が良いので一日コースを考え、島根方面のパ
ワースポット巡りに行って参りました。
　午前10時前倉吉を出発。山陰道を西に走り松
江中央で降り、一つ目のスポットは「八重垣神
社」です。ご存知でしょうが、男性のシンボル
がどうだとばかりに祀られています。この神社
でもう一つ有名なのが、池にコインを乗せた和
紙を浮かべて沈むのを待つやつ。早く沈めば早
く結婚できるって。この日もたくさんの若い女
性がじっと見つめていました。それと、ちょう
ど神前結婚式があり、白無垢の花嫁さんを見る
ことが出来ました。
　次に向かったのがさらに西に１時間半程走っ
た「須佐神社」。スサノヲノミコトを祀った神
社で、縁結びのご利益で有名ですが、他にも

「強い浄化力がある」「迷いが消える」などのパ
ワーがあるとのこと。途中、天に向かってそび
え立つ奇岩が連なる「立久恵峡」が絶景でした。
　帰りは宍道湖の北側を回り、西日を背に受
けながら松江市街に入り、
大好きなべた踏み坂を
渡って帰って参りました。
ただ境港あたりで陽が沈
みかけ、気温が下がって
倉吉に着く頃には指先の
感覚が無くなっていまし
た。それでも久々、楽し
いドライブでした。これ
から良い季節になります。

■ ２月第２例会 ２月28日㈬（第1397回）

実出席　70％� メークアップ後　70％
ドネーション　14,000円
【幹事報告】
１．LCIF日本事務所より、LCIF Silver献金会

員ピンが届きました。
　会員の皆様に贈呈致します。

２．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①スペシャルオリンピックス2018愛知支援
Uniied�Relayトーチランのご案内
②第３回キャビネット会議�議事録�ならびに�
当日配布資料
③鳥取県薬物乱用防止指導員の推薦に関する
お願い
　　＊Ｌ北村を推薦致します。
�④2018年夏期YCE受入家庭の募集について
【受入期間】約３週間（７月中旬または下旬
～８月中旬または下旬）
⑤第64回336-B地区ならびに336複合地区年次

大会議案提出のお願い
⑥『オレンジリング認知症サポーター養成講
座』開催についてのご案内
　　日時：2018年３月23日㈮
　　　　◇受　　付　13：30～14：00
　　　　◇養成講座　14：00～15：30
　　場所：障害者福祉センター
　　　　　さわやか会館３Ｆ

（鳥取市富安２丁目104-2）
３．第２回7R-1Z・2Z対抗親善チャリティゴ

ルフ大会ご案内　
　日　時：2018年５月20日㈰
　場　所：旭国際浜村温泉ゴルフクラブ�湖山コース
　ホスト：倉吉ライオンズクラブ

４．鳥取いなばＬＣ結成50周年記念大会のご
案内が届きました。
　日時：平成30年５月19日㈯
　場所：式典　白兎会館　飛翔の間
　　　　50周年のあゆみ
　　　　　　　白兎会館　らいちょうの間
　　　　祝宴　白兎会館　飛翔の間

事 務 局 だ よ り
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５．指名委員会
　日時：平成30年３月６日㈫　12：00～
　場所：日本料理　飛鳥

６．事業委員会
　日時：平成30年３月８日㈭　18：30～
　場所：ホテルセントパレス倉吉　サンジェルマン

理 事 会 報 告 ２月14日開催
１．スペシャルオリンピックス日本（SON）

第７回夏季ナショナルゲーム・愛知開催の寄
付について
　5,000円を寄付することが承認されました。

２．2018年　夏期YCE受入事業について
　例会等で回覧し、周知することが決まりま
した。

３．第64回336-B地区ならびに336複合地区
年次大会 議案提出について
　提出しないことが決まりました。

４．４クラブ新年祝賀合同例会　決算について
　承認されました。

５．今後の例会計画について
　承認されました。

６．少年少女バドミントン教室　計画・予算（案）
について
　承認されました。

■ ３月第１例会 ３月14日㈬（第1398回）

実出席　73％� メークアップ後　76％
ドネーション　55,000円� ファイン　300円
【理事会提案】
１．Ｌ李　生美　退会について
　承認されました。

２．Ｌ羽合江美　不在会員について
　　承認されました。
【幹事報告】
１．336複合地区第64回年次大会　本登録の

ご案内
〈記念ゴルフ大会〉　　　
◆日　時：2018年５月26日㈯
　　　　　受付／７：15　スタート／７：45
◆場　所：東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
◆登録料：5,000円（プレイ費自己負担）
〈前夜祭〉　　　　　　　　
◆日　時：2018年５月26日㈯
　　　　　受付／18：00
　　　　　開催／18：30～20：30
◆場　所：ホテルグランヴィア岡山
◆登録料：13,000円

〈代議員総会・大会式典〉　
●日　時：2018年５月27日㈰
　　代議員受付　　８：00～８：40
　　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：岡山市総合文化体育館
●登録料：無料
予備登録（前夜祭・代議員総会・大会式典）　

Ｌ名越勉、Ｌ松井、Ｌ加藤康、Ｌ明里
２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①第４回キャビネット会議議案録
②2018-2019年度�地区役員・委員ならびにク
ラブ三役名簿データ作成・送信のお願い
③2018-2019年度版役員必携　ならびに　運
営マニュアル第19版の注文について
④『次世代リーダーシップセミナー』のご案内
日　時：2018年４月８日㈰　10：15～正午
場　所：島根浜田ワシントンホテルプラザ
　　　　　島根県浜田市黒川町4177
　　　　　TEL：0855-23-6111
登録料：500円
⑤『身体障害者補助犬受け入れ』セミナー（島
根会場）のご案内とお願い
　日　時：2018年４月８日㈰
　　　　　９：00～10：00（受付８：30～）
　場　所：島根浜田ワシントンホテルプラザ
　　　　　　島根県浜田市黒川町4177
　　　　　　TEL：0855-23-6111
　登録料：無料
⑥キャビネットニュース２月号
　＊毎月、地区ＨＰにもアップされています。

３．鳥取砂丘ライオンズクラブ認証30周年記
念式典のご案内が届きました。
　日　時：平成30年６月10日㈰
　　　　　受付　10：30～11：00
　　　　　式典　11：00～12：15
　　　　　祝宴　12：30～14：30
　場　所：ホテルモナーク鳥取（仁風の間）
　　　　　鳥取市永楽温泉町403
　　　　　TEL：0857-20-0161
　登録料：式典・祝宴　10,000円
　　　　　ゴルフ　　　�3,000円

４．7R-2Z 第４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30年３月13日㈫�18：30～21：00
　場所：倉吉シティホテル
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私のこだわり
Ｌ 浦 木 純 二

　ノックバットです。こだわりは、‘木製の93
㎝’というところです。
　毎週末、中部の中学生の硬式野球チームの指
導者をしています。
　今年の世代で10シーズン目になります。
　写真のバットは、２本目のものになります。
グリップのあたりも、少し削って細めにしてい
ます。
　バットの長さ、グリップの太さが違うと、
思った打球が打てないため、他の指導者のバッ

トでは打ちません（ただの技
術不足ですが…）。
　金属ノックバットのほうが
良いと（特に外野手には）言
われることもありますが、小
学生を指導してた頃から約
20年、‘木製の93㎝’で打っ
てきたので、金属の感覚を掴
むのに時間がかかりそうです
し、木製の手ごたえが気持ち
よく、今は手放せません。。
　ただ、年々体力が衰え、打球の飛距離が落ち
てきてます。選手たちの練習にならなくなって
しまいます。‘私のこだわり”を紹介させてい
ただきましたが、もうこだわってる場合ではな
いかもしれません…。

》次回はＬ中井にリレーします

私のこだわり私のこだわり私のこだわり 会員リレー

　会員の皆さんのこだわりを紹介します。

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．円形劇場くらよしフィギュアミュージアム
開会式のご案内が届きました。
　日時：平成30年４月１日㈰　13：00～
　場所：円形劇場くらよしフィギュアミュージアム

LIONS CALENDAR（４月行事予定）

ライオンズカレンダー
４月７日㈯　４月第１例会（花見移動例会）
　　　　　　12：15～　倉吉市営陸上競技場
　　11日㈬　４月定例理事会
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　21日㈯・22日㈰　第64回地区年次大会
　　　　　　　　　　総社市民会館　他
　　25日㈬　４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
３月誕生記念
Ｌ名越宗弘�３月２日� Ｌ中井修二郎�３月31日
Ｌ高田充征�３月27日� Ｌ杉本友子　�３月29日
３月結婚記念
Ｌ河本　裕�３月23日� Ｌ山本賢一郎�３月11日
Ｌ明里　寛�３月24日

ドネーション

ありがとうございました
倉吉打吹ＬＣ　石賀伸行様
　　　　・久し振りに例会出席させていただき

ました。ありがとうございます。
Ｌ松井　・會見事務局員さんよろしくお願い致

します。
Ｌ羽合　・不在会員になりますが、時々顔出し

ますのでよろしくお願いします。
　　　　　飲み会は出ます。
Ｌ山本弘・本日は牧野様お越し頂き有難うござ

います。
Ｌ山本庄・今年度の例会年間計画も決まり、

ホッとしています。
Ｌ本田　・12月から事務所の改築工事が始ま

り、２／26に新しい事務所でOPEN
しております。事務所が新しくなっ
て良い春が迎えれそうです。


