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“誇り”と“絆”そして“思いやり”
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LIONS KURAYOSHI

10／8　世界ライオンズデー
法華寺畑遺跡歴史公園整備事業

10／８ライオンズ
奉仕Day

Ｌ 多 田 典 子

　本日は、ご苦労様でした。
　長い間、続けていますと、この日を楽しみに
しています。ライオンズデー、この日はほとん
ど全員が参加して作業をします。今日の参加も
25名でした。
　作業は、草刈、草取り、剪定等です。
　716年に奈良より伯耆の国、この地に着任し
た山上憶良。３、４年前に石碑が建ち、憶良の
有名な歌がきざまれています。
　ライオンズの皆様にもご協力いただき、土屋

文明の碑と並んでいます。
　きれいになった法華寺畑遺跡、ありがとうご
ざいました。そして社地区の皆様、倉吉市教育
委員会文化財
課の皆様、あ
りがとうござ
いました。

月見例会
2018年10月８日
日本料理　飛鳥

月見例会

Ｌ 山 本 弘 美

　10月８日、今年もライオンズデーの夜、恒例
の月見例会が開催されました。毎年思います
が、好天に恵まれて暑いくらいの気候で汗を流
した後の美味しい食事と美味しいお酒と楽しい

会話に花が咲き、今年はそれに加えてＬ山田友
博の入会式もあり、新しい風が吹き、益々賑や
かになり、全員の顔がほころんでいました。秋
は何かと行事が多
い会員の皆様に
とってホッとでき
た楽しい例会でし
た。
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未来へつながる　笑顔の例会

９月第２例会ゲストスピーチ

電力の安定供給に向けて
中国電力株式会社　倉吉営業所 所長　鹿嶋慎一郎	様

講演を聴いて

Ｌ 斎 藤 周 作

　中国電力株式会社　倉吉営業所　鹿嶋所長を
お迎えして、ご講演をいただきました。
　最近、日本で自然災害が頻発しているなかで、
西日本豪雨災害・台風21号の関西方面での大停
電・北海道地震で戦後初のブラックアウト等々
をふまえ、「最近の災害トピック」「鳥取県内の
事故停電」「事故停電時おける早期復旧の取組
み」についてお話されました。
　そのなかで北海道地震でのブラックアウトの

当時の状況、また中国エリアでは、ブラックア
ウトの可能性は、九州、四国、関西と各地域か
らの送電が可能であることや発電所が分散して
いることで、非常に小さいとの説明がありまし
た。また「中国地方での停電リスク」には、カ
ラス・樹木・へび・雷などがあるということで、
それぞれのリスクを回避できるように、毎日地
道に作業されていることの紹介もありました。
　最後に、今後、電柱など設備の更新作業に伴
う一時的停電では、ご協力とご理解をお願いい
たします。と締めくくられました。
　電力は、私たちが生活していくうえで、今や
必要不可欠なものです。当たり前にあるもので
すが、自分自身、災害など、もしものことを考
えるいい機会となりました。

■ ９月第２例会 ９月26日㈬（第1411回）

実出席　79％� メークアップ後　97％
ドネーション　12,000円� ファイン　1,200円
【幹事報告】
１．国際協会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。

①クラブ支部ならびにレオクラブ、50歳以下
のＬ会員をはじめとした若手メンバー交流
会開催のご案内

②第３回ライオンズクエストフォーラム全国
大会in福岡開催のご案内

③５Ｒ現地（倉敷市真備町）対策本部の閉鎖
ならびに移転と西日本豪雨災害支援物資受
入終了のお知らせ

④第57回OSEALフォーラム追加登録のご案内
⑤2018-2019年度「ライオンズ必携第58版」

注文のご案内
⑥平成30年９月６日発生　北海道地震　義捐

金の取りまとめについて

３．336-B地区５Ｒ真備町水害現地対策本部
より支援物資のお礼が届きました。

４．7R-2Zガバナー公式訪問懇談会の報告
　日時：平成30年９月７日㈮�16：00～17：45
　場所：倉吉シティホテル

５．7R-2Z 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10月28日㈰
　　　　　９：30～12：00・13：30～15：00
　場　所：倉吉未来中心（集合…なしっこ館隣喫茶前）
　ホストクラブ：倉吉グレートライオンズクラブ

６．ふるさと再発見ウオークin社（11／３開催）の下見
　日時：平成30年10月10日㈬　13：30～
　集合場所：社公民館　駐車場

７．「倉吉ばえん祭」実行委員会より中部地震
復興祈念第８回「倉吉ばえん祭」ご協賛のお
願いが届きました。

８．㈱新日本海新聞社中部本社より「第38回
日本海駅伝競走大会」「第33回くらよし女子
駅伝競走大会」大会ＰＲ特集号　広告協賛の
お願いが届きました。

事 務 局 だ よ り
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LIONS KURAYOSHI

私のお仕事
Ｌ 森 　 耕 生

　『わたしのお仕事』は、倉吉市上井の斎藤税
理士事務所に勤務しています。
　平成11年に倉吉市堺町で開業した事務所で、
その後平成15年に上井に移転し、現在は男性６
名、女性４名の計10名の職員で業務を行ってお
ります。
　『グローカルファームとして、最高のプロ
フェッショナルサービスを提供すること』を
モットーとして、法人・個人のお客様に対する
会計、税務サービスの提供を主な業務としてい
ます。県内中部地区はもちろん、東は新温泉町
から西は南部町まで、日々東奔西走しています。

Ｌ 本 田 亮 陛
　皆様、こんにちは！「有限会社　本田モー
タース」ハッピーカーライフアドバイザーの本

田亮陛です。
　弊社は、ホンダなのに、スズキの看板が立っ
ております。どうも、スズキの本田です…。
どっち!?とよく言われます。本田は苗字です。
このキャッチコピーで掴みはバッチリです。皆
様笑顔になって頂いております。
　生活の一部にお車が欠かせない鳥取県。都道
府県別人口は最下位の鳥取県ですが、軽自動車
保有率は47％と２人に１人は軽自動車を持って
いることになります。人口が少ない中で経営し
ていく大変さをひしひしと感じながら、365日
お勉強だと思って日々活動しております。
　お車でお困りの際は是非、本田モータース
へ。アナタのカーライフがハッピーであります
ように。続きはWebで！
HP：https://honda-motors.net/

９．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより
「10月臓器移植普及推進月間」のポスター・
チラシが届きました。

理 事 会 報 告 ９月12日開催
１．（公財）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
　昨年に引き続き、支払わないことが決まり
ました。

２．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクよ
り 平成30年度 臓器移植普及推進街頭キャン
ペーンボランティア募集について
　同日、献血があるので、参加者が並行して
参加することになりました。

３．西日本豪雨災害ボランティア活動決算書について
承認されました。

４．納涼例会　決算について
承認されました。

５．月見例会　計画・予算（案）について
承認されました。

６．ライオンズデー　計画・予算（案）について
承認されました。

７．ふるさと再発見ウオーク　計画・予算（案）について
承認されました。

８．事務局員 有給休暇について
　８月16日より10日／年の有給休暇の支給に
ついて

承認されました。
９．その他

・キャビネットより災害支援金募金箱の配布
が各クラブに25部ずつありました。

・10月定例理事会の日程を月見例会（10／８）
前に変更することが決まりました。
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未来へつながる　笑顔の例会

■ 10月第１例会 10月８日㈮（第1412回）

実出席　75％� メークアップ後　91％
ドネーション　12,000円
【幹事報告】
１．LCIFニュースレターが届きました。
２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①2018～2019年度336複合地区「次世代リー

ダーシップセミナー」開催のご案内
②2018-2019年度�第31回�国際平和ポスターコ

ンテスト�ならびに�作文コンテスト応募締
切について

③キャビネットニュース９月号
④ライオンズクラブ国際本部スタディツアー

のご案内
⑤西日本豪雨災害義捐金に関する収支報告の

お願い
⑥2019年�夏期YCE派遣生募集について

３．第６回 ４クラブ親善チャリティグラウン
ド・ゴルフ大会
　日　時：平成30年11月11日㈰　14：00～
　　　　　＊雨天中止
　◆集合・受付　14：00～14：20
　◆開会式　　　14：20～14：30
　◆試合開始　　14：30～��
　◆懇親会　　　17：00～（ホテルセントパレス倉吉）
　場　所：潮風の丘とまり
　ホスト：倉吉北ＬＣ
＊送迎バスの運行ができなくなり、乗り合わ

せで行くことになりました。（各クラブ10
名以上の参加要請）

４．7R-2Z ４クラブ合同アクティビティ（献血）
奉仕実施
　日時：平成30年10月28日㈰
　　　【午前の部】９：30～12：00
　　　【午後の部】13：30～15：00
　場所：倉吉未来中心

（集合…なしっこ館フルーツパーラー前）
　協力メンバー：
　【午前の部】Ｌ戸﨑・Ｌ中井・Ｌ東田
　　　　　　　Ｌ高田・Ｌ杉本
　【午後の部】Ｌ加藤康・Ｌ森・Ｌ高田

５．国際平和ポスター展
　展示期間：平成30年10月15日㈪　14：00～
　　　　　　　　　　　　23日㈫　13：00
　展示場所：パープルタウン３Ｆ

　　　　　　映画館前展示場
　展示作業：10月15日㈪　13：30～
　撤去作業：10月23日㈫　13：30～
　協力メンバー：
　【午前の部】Ｌ戸﨑・Ｌ加藤（康彦）
　　　　　　　Ｌ井手添・Ｌ北村・Ｌ中井
　　　　　　　Ｌ山本（庄英）・Ｌ高田
　【午後の部】Ｌ清水・Ｌ井手添・Ｌ濱中
　　　　　　　Ｌ本田

LIONS CALENDAR（11月行事予定）

ライオンズカレンダー
11月３日㈯　ふるさと再発見お散歩ウオークin社
　　　　　　９：00～　社地区周辺
　　11日㈰　４クラブ親善グラウンドゴルフ大会
　　　　　　14：00～　潮風の丘とまり
　　14日㈬　11月第１例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　14日㈬　11月定例理事会
　　　　　　13：20～　ホテルセントパレス倉吉
　　15～18日　東洋東南アジアフォーラム（海南）
　　28日㈬　11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松井　・鹿嶋所長、本日は講演有難うござい

ます。
Ｌ北村　・山田さん、入会おめでとうございます。
Ｌ山本彰・山田さん、入会ありがとうございます。
Ｌ戸﨑　・今日はライオンズデー法華寺畑奉仕

作業おつかれ様でした。
　　　　・本日は、中国電力鹿嶋所長様、ご講

演いただき、ありがとうございます。
Ｌ井手添・本日はライオンズデーごくろう様で

した。
　　　　・山田さん、入会おめでとうございます。
Ｌ加藤康・メンバーシップキーを頂きました。

倉吉LC最優秀賞
上灘小学校

米増彩実さん（５年）

倉吉LC優秀賞
上灘小学校

涌嶋伶太さん（５年）

国際平和ポスターコンテスト
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私の趣味
Ｌ 河 本 　 裕

　私の趣味は、いくつかありますが今回は、日
本刀鑑賞を紹介します、日本刀は世界無比の鉄
の芸術品と言われており、私たちの祖先は刀や
甲冑のような武器・武具にも美を求め、大切に
扱ってきました。洗練された姿、鍛えられた地
鉄、美しい刃文などが時代や流派の特徴を表し
ているのも興味深いところです。　
　日本刀には、太刀、刀、脇差、短刀の他、剣、
薙刀、槍などの種類があります。「太刀」　皆さ
ん美術館・博物館でご覧なるとき、刃を下にし
て飾ってあるのが太刀で、平安時代（12世紀）
末期から室町時代初期まで腰に吊るして用い
たものです。反りが高く、長さは普通65～70
㎝あります。「刀」は太刀に代わって室町時代

中期（15世紀後半）から江戸時代末期（19世
紀中期）まで使用され、長さは60.6㎝（二尺）
以上ありますが太刀よりやや短いものです。太
刀とは逆に刃を上にして腰に指します。「脇差」
一尺（30.3㎝）以上二尺以下のものです、刀と
同じく腰に指します。桃山・江戸時代には大小
揃えて一組にして用いられました。私が、所持
しているのがこの脇差です長さ51.4㎝、反り　
1.0㎝の「平安城藤原弘幸」鑑定書付き、これ
を所持するには「銃砲刀剣類登録証」が必要で
す。
　これを鑑賞、手入れするのが私の趣味の一つ
です。一番大切なことは、定期的に手入れをし
て、錆させないことです。

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10月24日㈬

　　　　・ライオンズデーがんばりました。
　　　　・山田さん、ご入会おめでとうござい

ます。
Ｌ濱中　・山田さん、入会おめでとうございます。
Ｌ山本弘・山田さん、御入会おめでとうござい

ます。
Ｌ山本庄・ライオンズデーおつかれさまでした。

夜勤明けで、ハイテンションでした。
Ｌ本田　・本日、ライオンズデーおつかれ様で

した。
Ｌ高田　・本日はお疲れ様でした。ありがとう

ございました。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
10月誕生記念
Ｌ穴田　守　10月18日� Ｌ山田友博　10月15日
10月結婚記念
Ｌ清水俊男　10月16日� Ｌ松井　實　10月３日
Ｌ新藤祐一　10月16日� Ｌ斎藤周作　10月16日

10月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

ピストルをかまえて、男の
子はみんなが『正義の味方』
でした。60年ほど昔の写真
です。
Ｌ穴田　守（Ｓ30.10.18生）

私にもこんな頃がありまし
た。
Ｌ山田友博（Ｓ51.10.15生）


