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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
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倉吉ライオンズクラブ
336-B 7R-2Z

2018年５月　住雲寺の「藤の花」（撮影Ｌ穴田　守）
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日中友好植樹
2018年４月８日～12日

中国河北省

日中友好植樹に
参加して

Ｌ 松 井 　 實

　平成30年４月８日㈰～４月12日㈭　日中友好
植樹が倉吉グレートライオンズクラブのアク
ティビティとして中国河北省張家口市陽原県で
行われました。私は7R2ZのＺＣとして同行さ
せて戴きました。これは日中緑化交流基金が

1999年当時の小渕総理が100億円の基金を設置
され、日本の民間奉仕団体が中国で行う植林
緑化活動に助成を行っているものです。29年度
分として12団体の植林活動の一つに入っていま
す。去年に続いて２回目です。植樹はアブラ松
とあんずの木です。鳥取県観光交流局国際交流
員の田村様と胡（フー）様も同行して戴き、サ
カズキネットの牧野さん、グレートライオン伊
藤会長、元ＺＣ美甘さん、加藤さん７人で、北
京から３時間北へ向かったところで、草も木も
ない土地が地平線のかなたまで続いていまし
た。日本に黄砂とPM2.5が来るのがなるほどと
思いました。
　植林作業の後、今年度分35ha（６年間で
300haを目指す）、河北省林業庁の張剣さんと
覚書を交わし、ウィーサーブの理念を説明し、
意見交換をし、今後も緑化事業を進めて行きま
しょうと誓い合いました。

４クラブ親善ゴルフ大会
2018年４月15日
大山平原ゴルフクラブ

４クラブ
親善ゴルフ大会

Ｌ 山 本 庄 英

　４月15日㈰　大山平原ゴルフクラブにおいて
４クラブ親善ゴルフ大会が総勢26名にて開催さ
れました。当日は少々寒く、雨はさほどではな
かったですが皆さん元気にプレーされました。
成績は団体１位 グレートＬＣ ２位 打吹ＬＣ、
３位 倉吉ＬＣ、４位 倉吉北ＬＣ。個人優勝はグ
レートＬＣの井手添 正さんで、優勝賞品32イ

ンチ液晶ＴＶをゲットされ大変喜ばれました。
　参加の皆さん全員へ各賞があり、懇親会も大
変盛り上がっていました。

。。。ゴルフ写真を撮り忘れてました。。。
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地区年次大会に
参加して

Ｌ 明 里 　 寛

　336-B地区　第64回地区年次大会が2018年４
月22日㈰　総社市民会館で開催されました。地
区アクティビティ・スローガンは、「未来に繋
ぐ　美しき心と地域」です。
　倉吉ライオンズクラブからは、Ｌ松井ＺＣ　
Ｌ加藤会長はじめ10名が参加いたしました。

　大会議長の大田健一地区ガバナーの開会宣言
で代議員総会が開会いたしました。
　来賓祝辞では、岡山県知事、総社市長に活力
ある祝辞をいただきとても元気が出る思いでし
た。代議員総会後半では、次期地区ガバナーＬ
井上浩一、次期第１副地区ガバナーＬ小野宗次
次期第２副地区ガバナーＬ金礪毅が紹介されま
した。
　来賓である、名越元国際理事・特別顧問が、
あいにくの体調不良で大事を取られご欠席と
なってしまいとても残念でしたが、またの機会
にお話しが聞けたらと思っています。
　今回、年次大会に初めて参加させていただ
き、とても勉強になり大変感謝しております。

ライオンズクラブ国際協会336－B地区

第64回 年次大会
2018年４月22　総社市民会館

2018年４月マンスリー集計表

（2017年７月１日～４月31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 1 10,000 0 0 36

39
0 0 39

累計 14 917,233 7 475 （うち女性 5） 5 2 （うち女性 5）

倉 吉 打 吹
当月 5 5,000 4 398 41

43
0 0 43

累計 19 307,925 16 728 （うち女性 8） 7 5 （うち女性 8）

倉 吉 北
当月 1 90,100 0 0 18

17
0 0 17

累計 13 149,174 10 111 （うち女性 5） 0 1 （うち女性 5）

倉吉グレート
当月 0 0 0 0 44

47
0 0 47

累計 7 319,411 4 139 （うち女性 8） 3 0 （うち女性 9）

合 　 　 計
当月 7 105,100 4 398 139

146
0 0 146

累計 53 1,693,743 37 1,453（うち女性 21） 15 8 （うち女性 27）

つぶやき

Ｌ 羽 合 江 美

　今、私は新しい事業を始めようと色々と準備
等に追われています。でも、一人では何も出来
なく、たくさんの方に助けてもらって、とても
感謝しています。感謝は人間関係を円滑にし、
運も引き寄せます。
　成功をしている経営者は部下への感謝や顧客
への感謝が出来る人が多くいます。私もお客様
に感謝し、商売頑張りたいと思います。

倉吉ＬＣ女子部のつぶやき
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■ ４月第２例会 ４月25日㈬（第1401回）

実出席　78％ メークアップ後　84％
ドネーション　15,500円 ファイン　3,300円
【幹事報告】
１．国際協会より倉吉ＬＣ及びＬ加藤康彦に100周年記

念会員増強賞の期間限定アワードのピンが届きました。
２．キャビネット事務局より下記の文書が届きました。

①（2018-2019年度）次期クラブ三役研修会
開催のご案内

②「エコキャップ運動」のお知らせ
③地区誌掲載用写真データ送信のお願い
④LCIF献金目標達成のお願い

３．未来ウオーク実行委員会より「第18回SUN-
IN未来ウオーク」ご協賛のお願いが届きました。
　開催日：平成30年６月２日㈯・３日㈰

４．日本盲導犬協会より　会報「盲導犬くらぶ」が届きました。
５．アミタエムシーエフ㈱より　誕生祝・記念

品キャンペーンのご案内が届きました。
６．㈱フジマキネクタイより　ライオンズクラブ

国際協会公認カタログ2018-2019が届きました。
７．４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30年５月27日㈰
　　　　　９：30～11：30（午前の部）３名
　　　　　13：30～15：00（午後の部）３名
　場　所：倉吉未来中心

理 事 会 報 告 ４月11日開催
１．エキスカーション計画・予算（案）について

　承認されました。
２．花見移動例会の決算について

　承認されました。
３．少年少女バドミントン教室の決算について

　承認されました。
４．『第54回献血運動推進全国大会』開催のご案内について

　再度会員へ案内し、希望者が参加する。
５．ライオンズクラブ４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕について

　４月第２例会にて回覧することが決まりました。
６．「第18回SUN-IN未来ウォーク」ご協賛のお願いについて

　10,000円協賛することが承認されました。
７．会員と事務局員の結婚祝い金について

　承認されました。
８．特定求職者雇用開発助成金の申請に伴う労

働条件通知書の変更について
　助成金受給の為に労働条件通知書の表現の
一部を変更することが承認されました。

９．会員の退会、不在会員移行に伴う会報委員
長の代行について
　会報委員長はＬ多田が代行、実務はＬ穴田
が行うことが決まりました。

■ ５月第１例会 ５月９日㈬（第1402回）

実出席　82％ メーキャップ後　85％
ドネーション　30,780円
【理事会提案】
１．平成30年度 基本方針について
　　承認されました。
２．2018～2019 組織図について
　　承認されました。
【幹事報告】
１．国際協会より下記の連絡が届きました。

①退会者の会費返金記帳の廃止について
②クラブでの標準的な組織図について

２．キャビネット事務局より下記の文書が届きました。
①キャビネット事務局よりＬ名越勉に2018-

2019年度336-Ｂ地区特別顧問の就任につい
てのお願い

②ライオンズクラブ国際協会336-B地区 2018-
2019年度 地区役員・委員 役職別名簿

③第58回東洋東南アジアフォーラム・広島開
催（2019年11月）への協力金拠出のお願い

　一人当たり3,000円を３回に分けて拠出。
　第１回目として一人当たり1,000円を2018

年６月20日㈬までに拠出。倉吉ＬＣは５月
第２例会で集金いたします。

④キャビネットニュース　４月号
３．第64回地区年次大会の報告

　日　時：2018年４月22日㈰
　場　所：総社市民会館
　参加者：10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井上浩一（玉野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小野宗次（倉敷真備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金礪　毅（岡山京山ライオンズクラブ所属）
（議案４）

　2019～2021年度国際理事立候補者の地区
推薦について承認されました。

　　Ｌ渡部雅文（倉敷西ライオンズクラブ所属）
（議案５）

　2016～2017年度地区一般会計収支報告書
および第63回地区年次大会収支報告につい

事 務 局 だ よ り



今日の集い　明日への奉仕

5

て承認されました。
（議案６）

　2017～2018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７）
　2018～2020年度国際理事立候補者の推薦
について承認されました。

◆次期地区ガバナーエレクト提出議案決議事項
（議案１）

　2018～2019年度の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、ガ
バナー基本方針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】
　　『“誇り”と“絆”そして“思いやり”』
　【ガバナー・スローガン】
　　『We Serve!　へのビジョン』
　【ガバナー・キーワード】
　　『家族』『次世代』『LCIF』
（議案２）

　2018～2019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円を満たしている
ため、次年度における拠出は求めない。

（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。2018-2019年度（次年度下半期）にお
いて第４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）
　第58回東洋東南アジアフォーラム広島開催
への協力金拠出について承認されました。
　2017-2018年度（今年度）中に初年度分とし
て会員一人当たり1,000円を拠出、2018-2019
年度（次年度）上半期に1,000円、下半期に1,000
円の拠出。なお、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６）
　2019～2021年国際理事立候補者　Ｌ渡部　雅
文への支援金について承認されました。
　2017-2018年度（今年度）中に336-B地区次期
キャビネット準備金より200万円を拠出、なら
びに2018-2019年度（次年度上半期）に6-B地区
全会員一人当たり3,000円のうち、初年度分とし
て1,500円の拠出。なお、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７）
　2018～2019年度第65回地区年次大会につ
いて承認されました。

　　と　き：2019年４月21日㈰
　　ところ：玉野市総合体育館（玉野市）
　　ホストクラブ：４リジョン１・２ゾーンの11クラブ

４．鳥取県赤十字血液センターより　所長退任・
就任のご挨拶が届きました。

５．未来ウオーク実行委員会より「第18回SUN-IN未来ウ
オーク」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30年６月２日㈯・３日㈰

６．アミタエムシーエフ㈱より　ライオンズクラブ
国際協会公認カタログ2018-2019が届きました。

７．7R-2Z現・次期引継ぎ会議
　日　時：平成30年６月15日㈮

今月のドライブ
ＧＷ恒例のファミキャン

会 長　Ｌ 加 藤 康 彦
　今年も行ってきました。我が家恒例のＧＷ
キャンプ。連休前半の４月28日
～２泊３日。場所もこれまた一
緒の「一向平キャンプ場」。た
だ一つだけ違うのはハーレーが
お供だということ。新緑とテン
トをバックに映えるでしょう。
　ほんと久々に嫁さんと子供３
人勢ぞろいしました。今回も日

中は山菜採り。ワラビにゼンマイ、タキナとウ
ド。タキナは下の娘が、ワラビとウドは嫁さん
が調理。みんなで美味しくいただきました。（写
真　娘２人）３日間天気が良くて、楽しいキャ
ンプとなりました。もちろん、持って帰った空
き缶は相当な量でした。
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私のこだわり
Ｌ 清 水 俊 男

　日常の旬食材、春は山の幸が豊かですが、ど
うしても食べたいのがヤブカンゾウの酢味噌和
え・ウドのてんぷら･ワラビの味噌汁・サンショ
ウが芽吹いたらイワシの団子･保存食作りも忘
れずタケノコの冷凍・ウドの粕漬け等。
　夏、何といってもミョウガの花とオオバを食
べ元気を出すこと、果実ではポーポ《和製マン
ゴ》もトロリと珍味ですが、私は始めて食物ア
レルギーと思われる症状を体験し苦しみました
ので少しにします、保存食は梅干作り・梅エキ
ス・梅酒・ヤマモモのリキュールもいいですね。
　秋、大山で紅葉の道をくぐり楽しんだ後、雑
茸の塩漬けを買って帰るのが恒例となりまし
た、果実は、農場の甘柿・ユズ･温州みかんの

収穫、保存食はユベシ（茶菓子）頂いた味には
程遠く今後精進します。
　冬、雪を掻き分けセリを２～３回、果実は酸
味が減ったハッサク、12月に入れば花御所の
収穫と天候を見ながら干し柿作り、この時期西
条柿は名残となり少ないのが難です。紹介の旬
食材は台所から一分の距離で、満ち足りた自然
環境が当然のように思へる田舎暮らしに感謝し
ています。

》次回はＬ山本賢一郎にリレーします

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

　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　会　議　18：00～19：00
　　　　　懇親会　19：00～20：30
　会　場：ホテルセントパレス倉吉
　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：倉吉ライオンズクラブ　

LIONS CALENDAR（６月行事予定）

ライオンズカレンダー
６月３日㈰　エキスカーション
　　　　　　島根原子力館など　松江方面
　　13日㈬　６月定例理事会
　　　　　　11：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　13日㈬　６月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　15日㈮　7R-2Z現・次期引継ぎ会議
　　　　　　18：00～　ホテルセントパレス倉吉
　　27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
Ｌ清水　・中西さんの講演を聞く機会を得て。

Ｌ松井　・第64回地区年次大会参加の皆様、御苦
労様でした。ありがとうございました。

　　　　・中西様、今日は有難うございます。
Ｌ井手添・４月23日の総会で、上井商工連盟の

会長になりました。
Ｌ加藤和・ゴルフ大会に参加させていただき、

ありがとうございました。
Ｌ加藤康・地区年次大会ご苦労様でした。本日

はＬ藤田、スピーチよろしくお願い
します。

　　　　・中西様、ご講演よろしくお願いします。
Ｌ羽合　・中西さん、スピーチ楽しみにしてます。
ゴルフ同好会・４月15日に開催されました４ク

ラブ親睦ゴルフコンペで団体３位で
した。賞金をドネーションします。

加藤和彦・祥子お祝いの会

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
５月誕生記念
Ｌ安本大治 　５月26日 Ｌ多田典子 ５月23日
Ｌ井手添　誠 ５月22日 Ｌ加藤和彦 ５月１日
Ｌ福井和子 　５月27日 Ｌ山下二郎 ５月30日
５月結婚記念
Ｌ北村龍一郎 ５月３日 Ｌ戸﨑隆之 ５月13日


