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お疲れさまでした

未来へつながる　笑顔の例会

ZC退任挨拶

Ｌ 松 井 　 實

　去る６月15日㈮行われました４クラブ引継会
でＺＣの私の役がほぼ終わりました。当初お引
受した時には不安で一杯でしたが、皆様のご協
力で無事大役を果させて戴けたのではないかと
思っています。
　１年を振り返りますと、平和ポスター展、献
血活動、チャリティグランドゴルフ大会、新年
合同例会、クリーンアップ大作戦、１Ｚ、２Ｚ
チャリティゴルフ大会以上が４クラブ合同の活
動ですが（ライオンズのモットーであります
「ウィーサーブ」で各クラブが地域の住みよい

社会環境作りに又時代に合った新しい事業等試
みられ、皆様のご活躍お疲れさまでした。特に
地域の皆様と共に活動する事は住民の皆様には
共感戴けたかと思います。提案ですが献血活動
には高校生、短大生、看護大生等若い皆様にご
参加頂き、ボランティア証明書を発行等されれ
ば効果が上がるかと思います。
　６月27日現在の会員数ですが、倉吉ＬＣ39名
（36）、倉吉打吹ＬＣ45名（41）、倉吉北ＬＣ16
名（18）、倉吉グレートＬＣ46名（44）合計純
増７名はまずまずの結果です。会員増強は大切
な問題です。難しい事でもありますが皆さんと
共に頑張りましょう。
　地区役員の皆様、各クラブ会長、幹事、会計、
会員の皆様１年間ご苦労様でした。私も一生の
中で336B地区の皆様と楽しい思い出が沢山出
来ました。これも皆様の暖かいご支援ご協力の
賜です。ありがとうございました。

●会長に就任して●

就任あいさつ

第60代会長
Ｌ 戸 﨑 隆 之

　このたび、倉吉ライオンズクラブ第60代会長
の重責を拝命する事となりました。
　何分にも未熟者ではありますが気を引き締
め、１年間会長職を全う致したく存じます。
　私自身も入会して10年目を迎えましたが、こ
れまで、様々な会合や活動に参加する中で、ク
ラブ会員や他クラブの方々との交流を持ち、大
変、貴重な経験させて頂けました事、深く感謝
しております。
　今年度会長スローガンと致しまして、「未来
へつながる笑顔の例会」をモットーに会員の皆
様のご協力を賜り奉仕活動、クラブ運営に、取
り組んでまいります。
　今年一年宜しくお願い致します。

●幹事に就任して●

笑顔のクラブ運営

幹　事
Ｌ 井手添　誠

　本年度、幹事をさせて頂く事になりました。
　戸㟢会長のスローガン「未来へつながる　笑
顔の例会」に従い、笑顔のあふれるクラブ運営
ができるように幹事の役割を全うしようと思い
ます。
　幹事をさせて頂くのは、2010年以来２回目で
すが、役割をほぼ忘れてしまいましたの、また
一から勉強し直して、有意義な一年にしたいと
思っています。
　そこで、今更ですが、ライオンズ必携を読み
直しますと、幹事とは、その漢字のとおりでは
なく、政治で言うところの官房長官の役のよう
に感じます。
　三役の一員と言うことで、大役をこなせるか
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どうか分かりませんが、皆さまの役に立てるよ
うに頑張りたいと思います。一年間よろしくお
願いします。

●会計に就任して●

就任あいさつ

会　計
Ｌ 北村龍一郎

　今年度会計を務めさせていただく事になりま
した。戸﨑会長の方針・目標を良く理解し、協
力してクラブ運営になにかしら役にたてればと
考えています。
　ここ数年は、毎年度複数名の入会があり、会
員数も増加してきて良い状況にあります。今年
度も純増を目指したいと考えます。その為にも

充実したアクティビティを実施する事や例会を
楽しくする事を重要視して、魅力のあるクラブ
にできたらと思います。一年は長いようであっ
という間に過ぎてしまいます。緊張感を持って
過ごしていこうと思っていますので、宜しくお
願いします。

私のお仕事
Ｌ 浦 木 純 二

　‘私のお仕事”は、給排水設備工事です。ま
あ、水道屋です。
　道路に埋設してある上水道本管から住宅・マ
ンション・ビルの屋根・屋上に至るまでの水廻
りと埋設してある下水道本管から建物までの排
水の設備等をさせていただいています。
　わが社は、創立20数年の小さな会社です。社
名について尋ねられることがたまにあります
が、名字からつけたものです。
　良くも悪くも覚えられやすい社名ですので、
小さなことから丁寧にコツコツと取り組み、小
さな会社ならではの小回り・機動力のある‘私
たちのお仕事”を進めていきたいです。

Ｌ 山 下 二 郎
　私のお仕事は、料理を作り提供すること、後
進の育成に努めることで御座います。
　旬の食材、地元の食材を使用し、鮮度が良い
うちに、その食材に適した調理法を選び、完成
させ、料理に合った器を選び、季節を感じさせ
る様見栄えよく盛り付けます。
　食して頂いた方に満足してもらえるよう、
日々努力をしております。
　料理の世界は、食材や調理法が年々進化して
おりますので、伝統を守り、新たな食材、調理
法を用いて料理開発に挑戦しています。
　後進の育成にも力を入れ、知識や技術を向上
させるため、で
きる限り、分か
りやすく調理の
コツを教え、伝
統を引き継が
せ、一人前の調
理師になれるよ
う指導しており
ます。
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■ ６月第２例会 ６月27日㈬（第1405回）

実出席　87％� メーキャップ後　90％
ドネーション　44,500円� ファイン　7,500円
【幹事報告】
１．国際本部より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。
①336複合地区第64回年次大会決議録
②第64回年次大会事務局閉局のご案内
③2018-2019年度公式訪問質問書
④SON ～スペシャルオリンピックス日本～
からの情報

３．7R-2Z引継ぎ会の報告
　日時：平成30年６月15日㈮�18：00～20：30
　場所：ホテルセントパレス倉吉

４．第１回　４クラブ連絡会議
　日　時：平成30年７月２日㈪　18：30～
　場　所：のの楽
　出席者：�次期7R-2Z・ZC、４クラブの会長・

幹事・会計
５．鳥取砂丘ライオンズクラブより　鳥取砂丘

ライオンズクラブ認証30周年記念式典のお
礼が届きました。

６．平成29年度　会計監査
　日時：平成30年７月４日㈬　12：00～
　場所：倉吉未来中心　セミナールーム２

７．平成30年度　臨時理事会
　日時：平成30年７月９日㈪　12：00～
　場所：倉吉未来中心�セミナールーム４　

８．鳥取県福祉保健部長より　「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動の実施について（依頼）が届
きました。
　６.26ヤング街頭キャンペーン（中部）
　　日時：７月８日㈰　午前10時～正午
　　場所：パープルタウン

９．未来ウオーク実行委員会より　第18回
SUN-IN未来ウオークのご協賛のお礼が届き
ました。

10．倉吉打吹太鼓振興会より　平成30年度「倉
吉打吹太鼓振興会」会費の納入について（お
願い）が届きました。

理 事 会 報 告 ６月13日開催
１．旅費・交通費の設定について
　承認されました。
　（岡山の場合）　（従前：5,600円）
　　・ドライバー１台につき� 8,000円
　　・宿泊代上限� 9,000円

２．因伯子供学園自立支援基金について
　凍結している基金をなくして、残金を事業
費積立金に繰り入れることが承認されまし
た。

３．エキスカーション　決算について
　承認されました。

４．平成30年度　倉吉ライオンズクラブ予算
（案）について
　承認されました。

■ ７月第１例会 ７月11日㈬（第1406回）

実出席　78％� メーキャップ後　91％
ドネーション　15,000円
【理事会提案】　
１．平成29年度決算・会計監査報告について
　　承認されました。
２．平成30年度予算（案）について
　　承認されました。
【幹事報告】
１．LCIF理事長　ボブ・コーリュー判事より

メッセージと100％クラブ・バナーパッチ・
シェブロンが届きました。

２．336複合地区ガバナー協議会 議長Ｌ太田
健一より委嘱状が届きました。
　委嘱状
　2018-2019年度336複合地区ガバナー協議会
顧問� Ｌ名越　勉

３．336-B地区 地区ガバナーＬ井上　浩一よ
り委嘱状が届きました。
　委嘱状
　2018-2019年度336-B地区特別顧問

Ｌ名越　勉　　
４．LCIF理事長 ボブ・コーリュー氏よりMJF

ラペルピンが届きました。
　メルビン・ジョーンズ・フェロー・ラペル
ピン� Ｌ松井　實　　

５．キャビネットより下記の文書が届きました。
①2018-2019年度336-B地区役員・委員�役職別�
名簿ならびにクラブ�名簿

事 務 局 だ よ り
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②2018-2019年度　次期キャビネット会議　
議事録ならびに規則（案）
③第１回キャビネット会議　議案録
④キャビネットニュース６月号
⑤2018-2019年度冬期YCE派遣生ならびに受
入家庭　募集について
＊ご希望がありましたら、８月10日㈮まで
に事務局までご連絡ください。

⑥キャビネットより豪雨災害支援のための依
頼文書

６．7R-2Z 引継ぎ会 決算報告書と7R-2Z 会
計報告

７．第１回　４クラブ連絡会議の報告ならびに
決算報告
　日時：平成30年７月２日㊊　18：30～
　場所：のの楽

８．倉吉打吹ライオンズクラブより ZC例会訪
問についてお知らせが届きました。
　日時：平成30年７月25日㈬　12：15～

９．平成29年度　年間皆出席者・下半期皆出
席者は以下のとおりです。
☆年間皆出席者（12名）…
Ｌ安本・Ｌ清水・Ｌ小山・Ｌ河本・Ｌ松井
Ｌ北村・Ｌ多田・Ｌ深田・Ｌ加藤康彦
Ｌ穴田・Ｌ山本庄英・Ｌ明里
☆下半期皆出席者（６名）…
Ｌ戸﨑・Ｌ井手添・Ｌ中井・Ｌ本田
Ｌ山下正喜・Ｌ高田

10．第68回 社会を明るくする運動 倉吉市推
進委員会より資料が届きました。

理 事 会 報 告 臨時理事会　７月９日開催
１．引継例会　決算について
　承認されました。

２．平成30年度　会報委員会　年間計画につ
いて
　承認されました。

３．平成30年度　計画委員会　年間計画につ
いて
　承認されました。

４．平成30年度　事業委員会　年間計画につ
いて
　承認されました。

５．平成30年度　資源回収事業実施について
　承認されました。

６．取引銀行について下記の通り、承認されま
した。
　倉吉信用金庫　うつぶき支店

　　運営費会計・事業費会計
　山陰合同銀行　倉吉西出張所
　　運営費会計・周年事業積立金

７．夜例会食事代の値上げ要望について
　5,000円から5,200円に値上げになりました。

LIONS CALENDAR（８月行事予定）

ライオンズカレンダー
８月８日㈬　８月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　８日㈬　８月第１例会（納涼例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　22日㈬　８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　・年間皆出席賞をいただきました。
Ｌ名越宗・戸﨑会長の門出を祝って！１年間頑

張って下さい!!
Ｌ松井　・１年間皆様のご協力有難うございま

した。
　　　　・戸﨑会長、井手添幹事、北村会計、

おめでとうございます。１年間よろ
しくお願いします。加藤さん、明里
さん、穴田さんおつかれさまでした。

Ｌ北村　・今年度会計としてがんばります。宜
しくお願いします。

Ｌ斎藤　・一年間、テーマをやらせていただき、
大変お世話になりました。ありがと
うございました。

Ｌ戸﨑　・松井ＺＣ、加藤会長、明里幹事、穴
田会計、一年間おつかれさまでした。
私自身も、来年、一年間よろしくお
願いします。

　　　　・今年１年間、よろしくお願いします。
Ｌ井手添・幹事をさせていただきます。一年間

よろしくお願いします。
Ｌ深田　・戸﨑会長の舟出をおうえんします。

と加藤前会長おつかれさまでした。
Ｌ加藤康・会長という貴重な経験をさせていた

だきました。楽しい一年でした。あ
りがとうございます。

Ｌ山本弘・新三役さん頑張ってください。私も
１年間テーマ頑張ります。

Ｌ山本庄・年間皆出席賞をいただき、ありがと
うございます。
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私の趣味
Ｌ 清 水 俊 男

　30年前から犬との暮らしが日常です。最初
の一頭目はアイリッシュ・セッター（シンタロ
ウ）♂の猟犬、植木畑の剪定作業をしている時
のこと、脚立の軸脚をすくわれ転倒したほどの
いたずら者でしたが、馬の様にしなり走る姿と、
陽光に映える赤毛の美しさは忘れる事はありま
せん。二頭目はニューファンドランド（ロン）
♀水難救助犬、目は長い黒毛で見え隠れし、大
型犬で力が強く時として私の静止を振り切る事
もあり、足首を捻挫、又、旅先から電話で声を
聞く等かなりの溺愛で、妻から苦言もありまし
た。三頭目は四国犬（アイ）♀猪狩りの猟犬、
植木畑には何時も一緒に行き、リードを解いて

も必ず私の周辺に居ます。春先のこと、猪と至
近距離での攻防をくり返す為、怪我の心配から
木の棒を持って間に割り込んだ事もありまし
た。アイは駆引き上手な策士で有り優秀な番犬
でも有ります。因みにＬ多田家の尚君はアイの
実の兄です。全くタイプの異なった犬種の三頭
ですが、何れも世話をする充足感と、犬ならで
はの従順さに癒されています。

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７月25日㈬

Ｌ中井　・加藤会長をはじめ、役員の皆様、１
年間おつかれ様でした。

Ｌ明里　・１年間お世話になります。
Ｌ山下正・信友会の北海道旅行に行ってきまし

た。同行の加藤さん、井手添さんお
つかれ様でした。たいへんよい思い
出になりました。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
７月誕生記念
Ｌ名越　勉　７月30日� Ｌ藤田義彦　７月24日
Ｌ戸﨑隆之　７月11日� Ｌ本田亮陛　７月24日
７月結婚記念
Ｌ山下二郎　７月７日

７月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

Ｌ本田亮陛（Ｈ１. ７.24生）

Ｌ戸﨑隆之（Ｓ43. ７.11生）

Ｌ名越　勉（Ｓ７. ７.30生）


