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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６月　鳥取市三萩野「あじさい公園」（撮影Ｌ穴田　守）
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今日の集い　明日への奉仕

この１年を振り返って
忙しくも実り
多き一年でした

第59代会長
Ｌ 加 藤 康 彦

　不安ばかりでスタートして一年が経ちまし
た。「あっという間だから」と励まされ、実際
そんな気もしています。しかし、それは終わっ
て見ればのこと。松井ＺＣが立たれ、責任ある
ホストクラブとしての行事が重なり、気が抜け
ない月日が続きました。ただそんな心配も幹
事、会計、委員長の段取りの良さと会員皆さん
のご協力のお陰で無事終えることが出来まし
た。
　「今日の集い、明日への奉仕」のスローガン
を掲げ、会員全員が元気に集い、活力ある奉仕
を。残念ですが例会の出席率は今一つ。90％を
コンスタントに超えるようになればと思ってい
ます。アクティビティでは、青少年の健全育成
を目指し「少年少女バドミントン教室」を開催

しました。山陰合同銀行の方々のご協力を得
て、会員皆さんに準備から当日運営、後片付け
まで力を合わせて頂き、とても有意義な取り組
みになりました。感謝いたします。
　そして、会長をさせて頂いて得たものに、新
たな出会いがあります。クラブ内ではＬ山下正
喜、Ｌ高田允征、Ｌ杉本友子、Ｌ浦木純二、Ｌ
山下二郎の５名に入会頂きました。既にクラブ
に打ち解け各々存在感を示しておられます。仲
間が増えた喜びを感じると共に更なる拡がりに
期待が膨らみます。さらに、松井ＺＣとご一緒
に336B地区の行事に参加する機会が多くあり
ました。中でも１月下旬に開催された合同新年
会では、初めてお会いする岡山のクラブの先輩
方々と楽しくお酒を頂き、それぞれのクラブの
お話しを聞かせて頂きました。
　一年を振り返って個々の思い出と反省は有り
ますが、充実した一年でした。次年度以降も皆
さんと楽しいお付き合いと「We Serve」が出
来ますよう微力を捧げて参ります。本当にあり
がとうございました。

中西様のスピー
チを聞いて

Ｌ 北村龍一郎

　５月の第一例会では、元警視庁地域部地域指
導課警部の中西正美様の講演をいただきまし
た。現場で薬物と間近で相対していた方のお話
ですのでどんな経験談が語られるか大変楽しみ
にしていました。

　反社会的組織の財源となっている薬物によっ
て自らの財産、仕事、家族、友人などすべての
ものを失っていく現状を聞き、百戦錬磨の元警
部から「おっかない」とおっしゃっていたこと
には、私は心底おっかないと身がふるえる想い
でした。
　私達ライオンズクラブも薬物絶対ダメ運動を
実施してきています。少しでも薬物を起因とす
る不幸を減らすため、地道ではありますが、ラ
イオンズクラブといわず、大人の役目として薬
物根絶に役立てるように、様々な活動に参加し
ていく大切さを再度学べた講演でした。

５月第１例会ゲストスピーチ

薬物事案覚せい剤の実態
元警視庁地域部地域指導課　警部　中西　正美	様
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感謝

幹事
Ｌ 明 里 　 寛

　一年間、幹事として活動させて頂きありがと
うございました。
　あっという間の一年だったような気がしま
す。なにぶん、入会して２年そこそこでわから
ない事ばかりでしたが、皆様の温かいご指導　
助言をいただき何とか無事に務めさせて頂くこ
とが出来ました。
　思い出深いのは、ガバナー公式訪問　新年合
同例会など、ホストクラブとして当初は、どう
すればいいのか不安でいっぱいでしたが、会長
はじめ皆様のご協力で無事に開催することがで
きました。
　皆様の和やかな笑顔が楽しい雰囲気を創り出
し、自分にとっても大きな力になりました。
　皆様、ありがとうございました。

大役を終えて

会計
Ｌ 穴 田 　 守

　会長から三役・会計をお願いしたいというお
話をいただきましたが、なんせ会計の仕事を
やったことが無かったので、少し躊躇しました
が、前会計さんから「定例会で会計報告するだ
けだから」と言われ、受けることにしました。
が、やってみると会長・幹事ほどの忙しさでは
なかったものの、結構ハードな一年でした。い
い経験をさせていたたぎました。皆さんのご協
力で無事何とか任務を終えることができまし
た。ありがとうございました。

会員拡大に思う

財務・会員・会則委員長
Ｌ 井手添　誠

　一年間、委員長をさせて頂き、皆さまに大変
お世話になりました。

　加藤会長の積極的な勧誘もあり、会員必携に
４枚の会員シールを追加することができました
が、同時に退会者もあり、純増という意味で、
目標に達していないことが反省点です。
　５月例会で「60名まで、増やしたい」と意見
をいただきました。私自身、そのような大人数
の会を知りません。来年以降も会員拡大によ
り、大人数の会を体験してみたいと感じまし
た。

１年間を
振り返って

計画委員長
Ｌ 山 本 庄 英

　今年度、計画委員長をさせていただきライオ
ンズクラブ活動は本当に大変なことで、またそ
の活動が大変尊いものである事を改めて認識し
た１年間でした。
　ガバナー公式訪問、新年合同例会、親善ゴル
フ、例会、等々。。
　２Ｚのホスト担当でしたので多くの事業があ
りましたが会員の皆様にご協力いただき何とか
無事に開催出来ましたことお礼申し上げます。
１年間ありがとうございました。

１年間お世話に
なりました。

事業委員長
Ｌ 森 　 耕 生

　１年間、事業委員長として活動させていただ
きました。
　非常に頼りない委員長でしたが、皆様のお力
添えのおかげでなんとか無事に終えることが出
来ました。
　この場をお借りして、改めてお礼を申し上げ
ます。
　本当にありがとうございました。
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7R-2Z　４クラブ
合同アクティビティ

献血奉仕活動

Ｌ 戸 崎 隆 之

　先日、５月27日に倉吉未来中心　アトリュウ
ムにて献血奉仕活動が行われました。
　ちょうど、倉吉未来中心では毎月恒例のフ
リーマーケットも行っているのも手伝ってたく
さんの賑わいでした。
　出足は、いつもに比べ少なく少し寂しい思い
が致しました。

　しかし、とてもやさ
しい方が多く、「ご苦
労さん」と頭を下げて
いただいた老紳士・「い
つまでするのご苦労
様」と声を掛けていた
だいたご婦人のその声
に救われながら、一人
でも多くの方にご協力
を頂くよう「献血をお
願いします！」と頑張った１日でした。

第１回7R1Z・2Z対抗
親善チャリティゴルフ大会
５月20日㈰　旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部

　

第２回ライオンズクラブ
336-B地区  7R1Z・2Z
対抗親善チャリティゴル
フコンペ

Ｌ 河 本 　 裕

　５月20日㈰「第２回ライオンズクラブ336-B
地区7R1Z・2Z対抗親善チャリティゴルフコン
ペ」が旭国際浜村温泉ゴルフクラブ　湖山コー
ス（ホストクラブ倉吉ＲＣ）で開催されました。
当日は、前日の雨も上がり、まずまずの天候で

複合地区年次大
会に参加して

Ｌ 明 里 　 寛

　336複合地区第64回年次大会が2018年５月27
日㈰　岡山市総合文化体育館で開催されまし
た。年次大会スローガンは、「101年、岡山から
We Serve」です。

　倉吉ライオンズクラブからは、Ｌ名越元国際
理事、Ｌ松井ＺＣ、Ｌ加藤会長、私の４名で参
加いたしました。
　前夜祭では、名越元国際理事の祝辞をいただ
きました。「初心忘るべからず」との旨だと自
分では感じました。あらためて日々の暮らし・
仕事と重ね合わせ、迷ったら原点に帰ってその
頃の純粋な気持ちで再度始めなければと再認識
致しました。
　地区年次大会につづき複合年次大会に参加さ
せていただき、とてもいい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複合地区

第64回 年次大会
2018年５月26日㈯・27日㈰　岡山市総合文化体育館
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した。１Ｚの参加
者は、倉吉ＲＣ（４
名）、Ｌ松井ＺＣ・
Ｌ加藤会長・Ｌ加
藤和彦・Ｌ河本、
倉吉打吹ＲＣ（４
名）、倉吉北ＲＣ

（３名）、倉吉北Ｒ
Ｃ（３名）、倉吉
グレートＲＣ（９
名）の計20名、２Ｚは鳥取ＲＣ（５名）、鳥取
久松ＲＣ（１名）、鳥取いなばＲＣ（４名）、鳥
取砂丘ＲＣ（５名）計15名で合計35名。競技方
法は、ダブルペリアで、団体・個人戦が行われ
ました、団体戦は上位10名の成績で競い今年度
は、２Ｚが優勝しました（昨年の第１回大会は
１Ｚが優勝）、個人の部優勝は、倉吉グレート
ＲＣのＬ浜上GROSS（80）でした。私Ｌ河本
は17位 GROSS（91）でした。チャリティはショー
ト２ホール１オンしなかった場合に１ホール
500円の募金で、結果計３万３千円集まりまし
た。
　５月にしては、かなり寒い日でしたが普段は
会話することの無い他クラブの方達と一緒にゴ
ルフが出来て、とても楽しい１日でした。

エキスカーション
６月３日㈰

エキスカーショ
ンについて

Ｌ 深 田 　 孝

　30年６月３日島根原子力発電所研修、堀川遊
覧船、由志園に加藤会長のエキスカーションを
実施しました。
　いわゆる、大人の遠足です。Ｌ山本計画委員
長の計画で行われました。また、中国電力鳥取
支社のご支援ご協力いただきました。とても感
謝です。
　また、現地にて合流された、新谷様にはいろ
いろとご尽力いただき、またまた感謝です。
　中国電力島根原子力発電所は日本国の重要な
施設でセキュリテイがとても厳しく守られてい

ました。セキュリティチェックを受け施設内を
視察研修しました。１号機、２号機、最新の３
号機について災害などから施設を守る予防設備
また防護設備について説明を受け、高い防波堤
および防潮対応システムを近くで視察しまし
た。
　後、原子力発電所運転のための職員、技師の
みなさんの訓練施設も見学し安全運転の蓮度を
あげる努力にとても感銘を受けました。有意義
な視察研修となりました。
　つづいて、簡単な食事を済ましたのちに、松
江城堀川遊覧船に乗りました。船頭さんの軽妙
なおしゃべり、また歌にのせゆったりと楽しむ
ことが出来ました。遊覧船の屋根のせり下がり
には子供たちも大喜びだったようです。
　次に、由志園に庭園鑑賞に向かいました。い
わゆる大根島にある観光庭園です。着くとすぐ
に朝鮮ニンジンのお茶をいただきました。少し
苦くて子供たちにはあわなかったかもしれませ
んが大人たちは少し疲れがとれたと思います。
庭園の案内がハングル語、中国語、英語で大き
く書かれており海外の観光客もたくさん訪れて
いることを感じました。
　帰り道で大根島から境港にかかる陸橋、通称

「べたぶみ坂」を渡って帰りました。視覚的に
急坂に見えて迫力がありました。
　今回は大人の遠足らしく勉強になるエキス
カーションでした。
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■ ５月第２例会 ５月23日㈬（第1403回）

実出席　74％ メークアップ後　97％
ドネーション　12,000円 ファイン　1,800円
【幹事報告】
１．国際本部よりラスベガス国際大会での開催

通知と公式通達が届きました。
２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①次年度クラブ役員ならびに地区役員 アカ

ウント登録 に関するお願い
②336複合地区第63回年次大会議案書
③2018-2019年度国際平和ポスターならびに

ライオンズ国際作文コンテストについて
３．４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕

実施
　実施日：平成30年５月27日㈰
　場　所：倉吉未来中心
　＊協力メンバー：
　　午前の部（９：30～11：30）

…Ｌ深田・Ｌ戸﨑・Ｌ多田
　　午後の部（13：30～15：00）

…Ｌ深田・Ｌ山本弘・Ｌ穴田
４．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより　

ショートムービー無料上映会の案内について
（お願い）が届きました。

　日時：６月16日㈯
　　　　開　　場　13：30
　　　　上映時間　14：00～15：30
　場所：米子市文化ホール　メインホール

５．スイコ―㈱より　本社移転のご挨拶が届き
ました。
　〒682-0023　鳥取県倉吉市山根645-2
　TEL：0858-27-1611 FAX：0120-55-4121

６．7R-2Z　事務局研修会
　日時：平成30年６月16日㈯ 11：30～14：00
　場所：倉吉シティホテル

理 事 会 報 告 ５月９日開催
１．7R-2Z　次年度への要望について

・４クラブ薬物乱用防止啓発活動は行わない
ことを提案します。

・献血活動をＬＣだけでなく、外部（短大、
高校、看護大）との協力で行い、参加者に
はボランティア証明書の発行を検討してい
ただきたい。

・グランドゴルフ  ・ゴルフ  ・新年合同例会
２．引継例会　計画・予算（案）について

　承認されました。
３．労働条件通知書の変更について

　承認されました。

事 務 局 だ よ り

今月のドライブ
１年と少し過ぎたので12ヵ月点検へ

会 長　Ｌ 加 藤 康 彦
　とうとうこのシリーズも最終回となりまし
た。思い起こせば昨年春に55歳にして大型バイ
クの免許を取得。衝動的に購入したハーレーを
元気なうちの残りの人生のスパイスにと。四季
を感じながら走らせてきました。最初は恐々で
したが、１年が過ぎ
少しは上手に乗れる
ようになったかなと
思います。
　 先 日、 購 入 先 の
ディーラーのバルコ
ム岡山まで、12ヵ月
点検を受けてきまし

た。特に問題はありませんでしたが、店内の展
示車両に目を奪われました。ありがちなことで
すが、少し慣れるともっと大きな物が欲しく
なってしまう、あれです。でもそこは冷静にこ
ころを落ち着け辛抱（本当は高くて無理）。現
車と歳を重ねて行こうと思います。
　会長役が今月で満了となります。バイクと同
じくクラブへの愛情も増した一年となりまし
た。私の身体も点検しなくては。お付き合い有
難うございました。
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４．その他
　事務局に冷蔵庫の設置を検討します。

■ ６月第１例会 ６月13日㈬（第1404回）

実出席　59％ 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．ナレシュ・アガワル国際会長よりメッセー

ジが届きました。
２．ライオンズクラブ第57回OSEALフォーラ

ムのお知らせ
　開催地：中国海南省海口市
　開催期間：2018年11月15日㈭～18日㈰
　大会登録料：130US$
　早期登録料：80US$（2018年６月30日まで）
　　　　　　　100US$

（2018年７月１日～９月30日まで）
３．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①336複合地区第64回年次大会終了のお礼 
②2017-2018年度下半期ガバナーズ・アワー

ド表彰について
③2018-2019年度クラブ周年記念式典の開催

予定について
④2018-2019年度336複合地区・336-Ｂ地区に

おける各会費・拠出金請求について
⑤クラブ優勝受賞のチャンスについて
⑥キャビネットニュース５月号
⑦LCIFモデルクラブ申請についてのご連絡
⑧2017-2018年度５月分献血集計表
⑨次年度ガバナー公式訪問質問書と回答

フォーム
⑩次年度336-B地区組織表ならびに歓迎の言

葉・今年度クラブ優秀賞申請フォーム
４．第２回７Ｒ・ゾーン対抗親睦チャリティゴ

ルフ大会のお礼状と決算書を参加クラブへ送
りました。
　日　時：平成30年５月20日㈰
　会　場：旭国際浜村温泉ゴルフクラブ
　参加者：Ｌ河本・Ｌ松井・Ｌ加藤和彦
　　　　　Ｌ加藤康彦
　【7R1Z・2Z対抗】
　　－団体の部－
　　　優勝　倉吉　　準優勝　鳥取
　　－個 人 賞－
　　　16位　Ｌ加藤和彦 17位　Ｌ河本　裕
　　　29位　Ｌ加藤康彦 32位　Ｌ松井　實

５．４クラブ親善ゴルフ大会　決算報告書
６．４クラブ合同アクティビティ（献血奉仕）

決算報告書
７．倉吉打吹ライオンズクラブより　2018-

2019年平和ポスターコンテスト担当学校に
ついての文書が届きました。

８．鳥取いなばライオンズクラブより　鳥取い
なばライオンズクラブ結成50周年記念式典
のお礼が届きました。

９．中国電力㈱島根原子力館より　来館のお礼
が届きました。

10．第68回社会を明るくする運動　倉吉市推
進委員会より　推進委員会及び講演会の開催
について（御案内）が届きました。
日　時：平成30年６月28日㈭
　　　◆推進委員会　午前10時00分～
　　　◆講演会　　　午前10時45分～
場　所：倉吉交流プラザ
講演会：演題「非行臨床の現場から」
　　　　講師　鳥取法務少年支援センター
　　　　　　　（鳥取少年鑑別所）

法務教官　下村　健明 氏

LIONS CALENDAR（７月行事予定）

ライオンズカレンダー
７月９日㈪　臨時理事会
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　11日㈬　７月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　11日㈬　７月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　25日㈬　７月第２例会
　　　　　　12：15～　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安本　・誕生記念
Ｌ戸﨑　・先日、次期三役セミナーに行ってき

ました。来年度はよろしくお願いし
ます。

Ｌ深田　・出張で鳥羽に行きました。
Ｌ加藤康・エキスカーション楽しませていただ

きました。
Ｌ山本賢・会社の創立60周年を記念して。
Ｌ山本庄・あと１ヶ月で委員長の大役を終わ

ります。皆さんのご協力のおかげで
す。ありがとうございました。
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私のこだわり
Ｌ 山本賢一郎

　私のこだわりは、サーフボードです。サー
フィンは20年くらいやっていて趣味の中でも
一番長く続いています。サーフボードは基本的
に一つひとつ手作りです。シェイパーと呼ばれ
る作り手の方が発泡スチロールの様な素材をや
すりで削り、水面と接する面にコンケーブとい
う溝を入れその形状によって、コントロール
重視とかスピード重視などの性能が変わりま
す。また、浮力とのバランスが重要で、使う人
の身長、体重、サーフィンの技量などを伝えて
オーダーします。その他、板の長さ、厚さ、

幅、ロッカーと呼ばれる反り、先端と終端の形
…他にも色々と注文するときに伝え、２度と同
じ物は出来ないと言われるほどです。自分に
ピッタリ合うボードを作ることは難しく、その
様なボードが出来たらマジックボードと呼ばれ
ます。そのボードを使うと急に上手になり、自
分の思った通りに波に乗ることが出来る魔法の
板があると言われています。

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

2018年５月マンスリー集計表

（2017年７月１日～５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 4,326 1 11 36

39
0 0 39

累計 15 921,559 8 486 （うち女性 5） 5 2 （うち女性 5）

倉 吉 打 吹
当月 2 8,250 2 24 41

43
1 0 44

累計 21 316,175 18 752 （うち女性 8） 8 5 （うち女性 8）

倉 吉 北
当月 1 4,360 1 35 18

17
0 0 17

累計 14 153,534 11 146 （うち女性 5） 0 1 （うち女性 5）

倉吉グレート
当月 2 5,604,362 2 37.5 44

47
0 0 47

累計 9 5,923,773 6 176.5 （うち女性 8） 3 0 （うち女性 9）

合 　 　 計
当月 6 5,621,298 6 108 139

146
1 0 147

累計 59 7,315,041 43 1,561（うち女性 21） 16 8 （うち女性 27）

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
６月誕生記念
Ｌ秋藤宏之　 ６月19日 Ｌ照下耕治 ６月13日
６月結婚記念
Ｌ井手添 誠　６月18日 Ｌ森　耕生 ６月４日
Ｌ本田亮陛　 ６月10日 Ｌ杉本友子 ６月８日


