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■国際協会モットー	 We	Serve
■地区ACT.スローガン
“誇り”と“絆”そして“思いやり”

■地区ガバナー・スローガン
We	Serve	!	へのビジョン

■地区ガバナー・キーワード
家族　次世代　奉仕　LCIF

■会長スローガン
未来へつながる　笑顔の例会
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倉吉ライオンズクラブ
336-B 7R-2Z

2018年８月　「月と花火」（Photo：Ⓡyohey）
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全員野球でWe Serve!
就任挨拶

７Ｒ－２Ｚ・ＺＣ
Ｌ 入江規矩雄

　今期7R-2Z・ZCを務めさせていただく事にな
りました。どうぞ４クラブの役員並びに会員の
皆様ご協力をお願い致します。
　336-Ｂ地区井上浩一ガバナーのスローガン

「We Serve!へのビジョン」の思いはライオン
ズクラブはその地域に必要とされ、永遠に無く
てはならない存在で有り、明日に向かって社会

奉仕に邁進がテーマです。
　若い井上ガバナーの元で私は４クラブの意
見・要望をキャビネットへ伝えるパイプ役とし
て４クラブが益々躍進することを願い頑張りた
いと思っています。
　ライオンズクラブも今年102年目を迎え世代
交代の時だと思います。「We Serve」を原点に
ライオンズマン精神の基、喜びと、誇りと、プ
ライドを持ち、次世代に向かってリーダー育成
を目指し進みたいと思っています。
　結びに今期私2Z・ZCのスローガン「全員野
球でWe Serve!」で頑張って行きたいと思って
います。2Z ４クラブ全員の皆様のご協力宜し
くお願い致します。

倉敷市真備町へ
の応援

Ｌ 戸 崎 隆 之

　７月７日にあった西日本豪雨災害の現地でも
ある、倉敷市真備町に応援に行ってまいりまし
た。
　まず最初は、13日に加藤前会長が行かれ、続
いて15日に私をはじめ井手添幹事・Ｌ山下と有
志２人と５人で行ってきました。
　23日には、入江ＺＣ指揮の元倉吉の４クラブ
から24名のメンバーが行ってまいりました。
　当クラブからは、第二副会長のＬ中井をはじ

めＬ河本・Ｌ高田・Ｌ本
田と有志１名を連れて５
人参加しました。
　現地を実際に見た光景
は、テレビで見るよりも
悲惨な光景でした。
　15日には、岡山のライ
オンズクラブが現地に対
策本部をたちあげられ、
私たちの受け入れから采
配まで行っておられました。
　しかしながら、まだ復旧の途中これからさら
に復興へと繋げていかなくてはなりません。
　私たちも、出来ることからお手伝いしていき
ましょう。

西日本豪雨災害ボランティア
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活動に参加して

Ｌ 穴 田 　 守

　まずは、７月23日に岡山県真備町にボラン
ティアに行かれたメンバーのみなさん猛暑の
中、ご苦労様でした。
　私はそこへは行きませんでしたので、７月29
日に行われた西日本豪雨災害募金に参加させて
いただきました。
　当日は逆走台風12号がまたも西日本を横断し

た日で、募金活動ができなるくなるか心配でし
たが、思ったほどの影響はなく実施されまし
た。
　午前の部で、Ｌ福井と西高生２名の計４名で

「いない中央店」入口で用意された看板と旗を
掲げ募金箱を持って募金を始めました。
　初めは声が出ていませんでしたが、次々と募
金をしていただくうちに「よろしくお願いしま
す」「ありがとうございました」と声も出るよ
うになり、気がつけば担当の時間となりまし
た。
　募金をしていただいた方々に「気持ちですけ
ど」と言っていたいただき箱がいっぱいになり
ました。

西日本豪雨災害支援募金活動
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未来へつながる　笑顔の例会
●第一副会長に就任して●

笑顔で
楽しみましょう

第一副会長
Ｌ 中井修二郎

　今年度は第一副会長を仰せつかりました。戸
崎会長を支えながら、自分の置かれている立場
を自覚して、来るべき時の準備もしていきたい
と思います。今年は下記の４つを心に留めて勤
めてゆきたいと思います。
１．会長が何らかの理由で任務を遂行できない

場合には、ただちにその役に就き、会長と同
じ権限をもってその任務を果たすこと。

２．割り当てられた委員会の活動を監督するこ
と。

３．地区のアクティビティやイベントにおける
クラブの役割を理解すること。

４．クラブ役員と協力して、会員増強や地域活
動への参画を行うと同時に、奉仕作業の計画
を策定し次年度に備えること。

　なにぶん不慣れなもので皆様のご指導宜しく
お願い致します。

●第二副会長に就任して●

就任の御挨拶

第二副会長
Ｌ 東 田 幸 一

　本年度、第二副会長を拝命いたしました東田
幸一でございます。どうぞ、よろしくお願いし
ます。
　背伸びはできませんので、出来る事しかでき
ませんが、皆様のお力で倉吉ライオンズクラブ
を盛り上げて行ける事の一つでも担う事の学び
の一年になればと思います。
　本年度は、戸崎会長並びに、倉吉ライオンズ
グラブの足手まといにならないように、先輩

方々の活動そして皆様の御指導をいただきなが
ら、倉吉ライオンズクラブの事を勉強させて頂
き、今後のクラブ活動のお役に立てる人になる
ため、自分自身を少しでもブラシュアップさせ
て頂ければと思います。
　色々とご迷惑をおかけすることが、多々ある
と思いますが、まだまだ小僧なので、ご指導の
ほど、何卒、よろしくお願いします。

●財務・会員・会則委員長に就任して●

就任あいさつ

財務・会員・会則委員長
Ｌ 山 本 　 彰

　今年度表記委員長に就任いたしました。よろ
しくお願いいたします。難しい名称の委員会で
すが、財務委員会は今年度会長の方針により前
期に決議され、毎月度管理は会計に引き継がれ
ます。主たる会則は協会の指針により協議し、
自クラブでの不具合等を検討することとなりま
す。会員委員会はクラブの運営、なごみ、人の
和、そして会員増強になります。実増３名を望
めば５名の増員が必要とも言われます、会員皆
様のご協力をお願いいたします。

●会報委員長に就任して●

就任の御挨拶

会報委員長
Ｌ 森 　 耕 生

　今年度の会報委員長を務めさせていただくこ
とになりました森耕生です。
　前年度の事業委員長に続き、再び大役を仰せ
つかることとなり、身の引き締まる思いです。
　これからの一年間、戸﨑会長を始め皆様のご
指導、バックアップを頂きながら、頑張ってい
きたいと思います。
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　事務局の會見さんには、多大なるご苦労をお
かけしてしまうことになりそう（既に大変な気
苦労かと思います）ですが、今後もサポート宜
しくおねがいします。
　皆様、一年間よろしくお願い致します。

●計画委員長に就任して●

就任あいさつ

計画委員長
Ｌ 濱 中 武 仁

　今年度、計画委員長をさせて頂くこととなり
ました。今年度の会長スローガン「未来へつな
がる笑顔の例会」を盛り上げていくため、本委
員会として常に魅力を探求し、１年間の例会を
楽しく有意義なものとなるよう企画していけれ
ばと思います。また、多くの方に参加していた
だけるよう楽しい、エキスカーションも考えて
いきたいと思います。
　経験も浅く微力ではありますが、委員会メン
バー、そして会員の皆様のご指導、ご協力をい
ただき、誠心誠意努めてまいりますので、１年
間よろしくお願い申し上げます。

●事業委員長に就任して●

就任ご挨拶

事業委員長
Ｌ 高 田 充 征

　今年度、事業委員長を務めさせていただくこ
とになりました。入会して１年足らずでの事業
委員長への就任であり多少の不安はあります
が、ライオンズのことについてより一層の理解
を深めるいいチャンスとプラス思考で考えてお
ります。
　今年度は、前年度からの事業に加え、新事業
として円形劇場へ土天神（どろてんじん）など
の郷土玩具を展示する事業も企画しておりま
す。不慣れな点も多くあり、皆様からご教示い
ただくことも多々あるかもしれませんが、ご協
力のほどよろしくお願いいたします。

私のお仕事
Ｌ 山 下 正 喜

　私の仕事は、建築関係建設コンサルタント業
で、いわゆる建築の設計・工事監理を業として
やっています。
　その他として、企画・耐震・工作物・許認可
申請・アドバイサーなど様々な仕事をしていま
す。
　近年は地震などの防災対策として、耐震診
断・補強改修などの仕事が増えています。
　私がこの業界に入って41年経ちますが、果樹
棚・野菜ハウスから最新の免震構造 ･ 屋上へリ
ポート付建物などのあらゆる設計に携わってき
ました。このすべての作品が人生のアルバムで、

好きな仕事をしてきて良かったと思う今日この
頃です。
　最後に「住の安心・安全」を基本に、技術研
鑚に努めると共に、地域の発展に努力して、お
客に信頼され愛されるように努めていく事を我
社のモットーとしています。
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■ ７月第２例会 ７月25日㈬（第1407回）

実出席　84％ メーキャップ後　84％
ドネーション　140,000円
【幹事報告】
１．国際財団理事長 ナレシュ・アガワル氏 と

国際協会国際会長 グドラン・イングバドター
氏よりメッセージが届きました。

２．元国際会長 グローバル・アクション・チー
ム委員長 ウィンクン・タム氏よりメッセー
ジが届きました。

３．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①西日本豪雨災害支援金口座開設のご案内と

ご協力のお願い
②平成30年７月西日本豪雨災害支援について
③第１回キャビネット会議当日配布資料
④訃報連絡　Ｌ上原進（元地区ガバナー）
⑤【重要】西日本豪雨災害支援金の取り纏め

に関するお知らせ　　
４．地区ガバナー公式訪問

　日　時：平成30年９月７日㈮
　　　　　懇談会受付　15：30～16：00
　　　　　懇談会　　　16：00～17：45
　　　　　写真撮影　　17：45～18：00
　　　　　一般受付　　18：00～18：30
　　　　　合同例会　　18：30～19：30
　会　場：倉吉シティホテル
　ホスト：倉吉打吹ライオンズクラブ

５．４クラブ連絡会議が開催されました。
　日時：平成30年７月18日㈬
　　　　会議　12：00～
　場所：かがやき文化センター

（倉吉打吹ＬＣ事務局）
【議事録】

①西日本豪雨災害についてボランティア活
動

　日時：７月23日㈪
②西日本豪雨災害について募金活動
　日時：７月29日㈰
　　　　午前…10：30～12：30

　　　　午後…14：00～16：00
※午前の部、午後の部ともに各クラブ10

名の参加要請あり
③前年度よりのゾーン引継ぎ金額

86,535円
６．西日本豪雨災害ボランティア活動実施につ

いて
　７月15日㈰
　　参加者：Ｌ戸﨑・Ｌ井手添
　　　　　　Ｌ山下（正喜）
　７月23日㈪
　　参加者：Ｌ戸﨑・Ｌ河本・Ｌ加藤（康彦）
　　　　　　Ｌ中井・Ｌ本田・Ｌ高田

７．元地区ガバナー Ｌ大谷博より 西日本豪雨
災害ボランティア活動に対してお礼が届きま
した。

８．日本盲導犬協会より　会報「盲導犬くらぶ
第91号」が届きました。

理 事 会 報 告 ７月11日開催

１．納涼例会計画・予算（案）について
　承認されました。

２．国際平和ポスター予算（案）について
　承認されました。

３．その他
西日本豪雨災害について

　　小野宗次第１副地区ガバナーに連絡を
とり、現地ボランティアに行くこととしま
す。

■ ８月第１例会 ８月８日㈬（第1408回）

実出席　74％ メーキャップ後　74％
ドネーション　13,000円
納涼例会オークション　43,900円
ファイン　300円
【幹事報告】
１．国際本部よりクラブ会員委員長へメッセー

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。

事 務 局 だ よ り



7

未来へつながる　笑顔の例会

①第１回キャビネット会議 議事録
②キャビネットニュース７月号
③キャビネット事務局 夏期休暇についての

お知らせ（８月11日～15日）
④西日本豪雨災害支援活動に関する報告のお

願い
⑤ライオン誌クラブ・アンケート協力のお願

い
⑥第57回OSEALフォーラム早期登録のご案

内
⑦第57回OSEALフォーラム　オフィシャル

ツアーのご案内
⑧第57回OSEALフォーラム～336-B地区特別

ツアーのご案内
３．7R-2Z西日本豪雨災害支援募金活動実施

について
　日にち：平成30年７月29日㈰
　場　所：いない中央店・いない羽合店
　　　　　倉吉未来中心（倉吉ＬＣ担当）
　参加者：
　午前… Ｌ河本・Ｌ松井・Ｌ北村・Ｌ井手添・

Ｌ福井・Ｌ穴田・Ｌ高田
　午後… Ｌ小山・Ｌ名越（宗弘）・Ｌ戸﨑・

Ｌ濱中・Ｌ中井・Ｌ山下（正喜）
　募金合計金額（倉吉ＬＣ担当分）：110,356円

４．倉吉打吹ライオンズクラブより 西日本豪
雨災害街頭募金贈呈式のご案内が届きまし
た。
　日時：平成30年８月９日㈭　午前10：00～
　場所：新日本海新聞社　中部本社
　募金合計金額：372,681円

５．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより 
平成30年度賛助会費について（お願い）が
届きました。

６．平成30年度中部地区就労促進セミナー実
行委員会より 平成30年度鳥取県中部地区就
労促進セミナーについて（御案内）が届きま
した。
　日時：平成30年９月４日㈫ ９：30～12：00
　場所：鳥取県立倉吉養護学校　

LIONS CALENDAR（９月行事予定）

ライオンズカレンダー
９月７日㈬　ガバナー公式訪問
　　　　　　18：30～　倉吉シティホテル
　　12日㈬　９月定例理事会
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　26日㈬　９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
336-Ｂ地区7R-2Z・ZC　入江規矩雄様
　　　　・例会訪問させていただいて。
Ｌ小山　・中国霊柩自動車協会の会長になりま

した。イコール全国霊柩自動車協会
の副会長です。

Ｌ松井　・入江ＺＣ大変な年になりそうです
が、頑張って下さい。例会訪問あり
がとうございます。

　　　　・西日本豪雨災害支援募金活動御苦労
様でした。

Ｌ北村　・災害ボランティア御苦労様でした。
Ｌ戸﨑　・今日は入江ＺＣに来ていただき、あ

りがとうございます。合せて、先日
の災害支援ボランティアおつかれ様
でした。

　　　　・募金活動おつかれさまでした。
Ｌ井手添・入江ＺＣ例会訪問ありがとうござい

ます。
　　　　・豪雨災害ボランティアに行かれたメ

ンバーのみなさま、ごくろうさまで
した。

Ｌ深田　・ボランティア参加おつかれ様でし
た。支店にてカキ氷、はじめまし
た。

Ｌ山本弘・西日本豪雨災害ボランティアに行か
れた方々、大変おつかれ様でした。

　　　　・中井さん、皆生トライアスロン完走
おめでとうございます。

Ｌ中井　・全日本トライアスロン皆生大会、酷
暑の中、苦しいレースとなりました
が、無事完走致しました。
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私の趣味
Ｌ 山 本 　 彰

　東洋東南アジアフォーラムでタイに出かけた
時、孫のみやげに困り探していました。舟乗り
市場で金属製の映画登場のミニチュアを見つ
け、戦士と悪役恐竜を購入しました。空港でバッ
クの中をX線で見られたとき、危険物とみられ
説明が必要かと心配をしましたが何事もなく通
過しました。孫は剣の抜ける戦士、体の向きが
変化する恐竜で戦いをして喜びました。ただ、
畳の上で戦いをするため畳の表面はザラザラで
す。その後タイに行くときは、このミニチュア
２体をみやげとして持ち帰ることとし、今は８
体になり孫の部屋に置いております。私が購入、

そして孫のコレクションとなり、今後タイへ出
かけたら増やしていこうと思います。私の趣味私の趣味私の趣味 会員リレー

　会員の皆さんの趣味を紹介します。

■発　行　倉吉ライオンズクラブ
　　　　　　会長　戸﨑　隆之／幹事　井手添　誠／会報委員長　森　　耕生
■例会日　第２・第４水曜日	 ■例会場　セントパレス倉吉
■事務局　倉吉市駄経寺町212-5　倉吉未来中心団体事務局サロン内	 ☎（0858）24-6881
■ＵＲＬ　oice@kurayoshi-lions.jp	 ■発行日　平成30年８月22日㈬

Ｌ本田　・先日、23日㈪に岡山県真備町へボラ
ンティアに行って参りました。みな
さま大変がんばりました。東北の大
震災くらいの被害ではないですが、
ＬＣで作業をした家は２Ｆの半分く
らいまで水がきたようです。ライオ
ンズに入ってよかったと思ったでき
ごとになりました。ありがとうござ
います!!

Ｌ山下正・長男に長女が生まれました。初孫で
す。

　　　　・今月で入会して１年たちました。今
後共よろしくお願いします。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
８月誕生記念
Ｌ鳥羽圭介　８月22日 Ｌ山本弘美　８月６日

８月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

Ｌ山本弘美（Ｓ37. ８. ６生）


