
No.650

LIONS
KURAYOSHI

■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
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ガバナー公式訪問
2018年９月７日
倉吉シティホテル

ガバナー公式訪問

幹事
Ｌ 井手添　誠

　９月７日㈮に、336-B地区7R-2Z「ガバナー公
式訪問」が、倉吉シティホテルで開催されまし
た。本年度は、玉野ライオンズ所属、井上浩一
地区ガバナーの公式訪問です。
　16時より懇談会が開催され、名越元国際理
事、地区ガバナー・キャビネット幹事・キャビ
ネット会計、７Ｒより出向されている各委員、
４クラブ三役・第一副会長・事務局の出席の下、
入江ＺＣの進行によって
行われ、井上地区ガバナー
の方針と各クラブの今年
度の方針の説明など、諮
問事項に対して意見交換
が行われました。
　18時 か ら は、7R-2Z公
式訪問例会となりました。

井上地区ガバナー
より、７月にラス
ベガスで行われた
国際大会での様子
が説明されました。
エレクトとして参
加した世界のガバ
ナー約800人が、終
了前にエレクトバッチを外して、ガバナーとし
て帰って行く様子や、アイスランドのグドラン
･ビョート･イングバドター国際会長の４つの方
針、会員増強・リーダー・ライオンズの交流、
友情・SNSの活用などの説明がありました。そ
して、井上地区ガバナーのライオンズメンバー
として“誇り”と“絆”“思いやり”のスロー
ガンから、ライオンズは100周年を超え、昭和
～平成～次世代へ時代が動くなど、ガバナーと
しての決意を語る例会でした。今年度は当初よ
り、「平成30年７月西日本豪雨」での岡山県倉
敷市真備町の災害など、多くの対応に迫られる
年となっています。井上地区ガバナーの活躍を
望みます。

納涼例会
2018年８月８日

ホテルセントパレス倉吉

納涼例会

Ｌ 濱 中 武 仁

　連日の猛暑、酷暑、炎暑、とにかく暑い日が
続く中、倉吉ライオンズクラブ恒例の納涼例会
が盛大に開催されました。懇親会の前に、いつ
もの記念撮影。Ｌ中井第一副会長の挨拶で、懇

親会が始まり。楽しい会話と笑顔が溢れた、楽
しい雰囲気の懇親会が進行。皆さんがほろ酔い
気分になったころ、Ｌ穴田の司会で、お楽しみ
のオークション大会の始まり、今回は、これま
でにない数の品物の提供があり、落札できた喜
びと笑顔で、大変盛り上がり、売り上げも伸び
たように思います。商品を提供された皆様あり
がとうございました。
　楽しい時間も過ぎ、宴たけなわの中、前会長
Ｌ加藤の閉会挨拶とライオンズローアで閉会。
最後に、全員でなぜ
か、記念撮影、懇親
会前と懇親会後での
写真を会報に掲載？
　暑さを吹き飛ばす
楽しい納涼例会にな
りました。
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未来へつながる　笑顔の例会

８月第２例会ゲストスピーチ

観光列車
『あめつち』について
西日本旅客鉄道株式会社　倉吉駅長　渡邉　眞二	様

倉吉駅駅長に
ご講演頂いて

Ｌ 深 田 　 孝

　新たな観光列車「あめつち」についてご講演
頂きました。漢字では「天」と「地」と書きま
す。山陰地方を舞台にした神話が多く書かれて
いる古事記の、「天地の初発のとき」という書
き出しに由来します。
　山陰本線鳥取駅から出雲市まで2018年７月か
ら新たな観光列車「あめつち」が走り出しまし
た。２両編成59席で鳥取を９：00出発、出雲市
に12：47着、出雲市を13：41発、鳥取に17：36
着です。倉吉駅は９：45と16：36です。基本土
曜日、日曜日、月曜日の運転です。他、貸し切
りも出来るようです。
景色の良いところでは極端にスピードを落とし
てゆっくりと走ります。
　鳥取県では日本海と大山（名和～大山口）島

根県では宍道湖（乃木～玉造）斐伊川（直江～
出雲）で減速運転します。山陰の美しい風景が
ゆっくり楽しめます。
　車体は山陰の美しい空と海を表現した紺碧の
色と山陰の山並みを模した日本刀の波紋のよう
な銀色でエンブレムは削りだしで作られていま
す。室内は山陰地方の工芸品がふんだんに使わ
れ豪華でシックな作りとなっています。監修・
デザイン協力は映画監督「錦織良成」氏、車両
デザイン色彩はアニメーション美術監督「吉田
昇」氏によるものだそうです。
　観光列車「あめつち」ではグルメも楽しめま
す。下りには豪華なお弁当、有名スイーツセッ
ト、上りでは山陰の酒と肴、松江の和菓子詰め
合わせが用意されています（要事前予約で別料
金）。
　山陰の景色とグルメとゆっくりとした時間を
過ごす観光列車の旅を楽しむ人達…
　日本人のみならず外国人の方々にも故郷山陰
を訪れていただきたいと思います。
　私たちも乗車して楽しむ機会があると思いま
す。
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私のお仕事
Ｌ 高 田 充 征

　私の仕事は税理士であり、事業者の方々など
の会計・税務に関するご支援を主な業務として
おります。そのような業務以外に、近年では、
地方公共団体の監査を行うなどの「公益的業務」
に従事する税理士が増えており、私自身も過去
には鳥取県の財政に関する監査を行う「外部監
査人」に従事したことがあり、現在でも数件の
鳥取県の外郭団体の監事を務めております。ま
た、中学校、高校を対象として税の意義や役割
について授業を行う「租税教室」を実施するこ
ともあります。
　今後も、税理士という「私のお仕事」を通じ
て、顧問先である地域企業の方々とともに歩

んでいくととも
に、公益的業務
に積極的に取り
組むなど、微力
ながら地域社会
に貢献できれば
と考えておりま
す。

Ｌ 杉 本 友 子
　私の仕事のモットー４つ
①お人好しと言われても常にお客様の得になる
ことを考える（他社の証券分析をしても内容
のよいものはよいと伝えます）
②保険はお伝えするけど押しつけない
　相手に決めてもらう
③常に笑顔でさわやかに!!
④お客様の心によりそえる人になることを目指
す
　仕事は主に倉吉法人会福利厚生制度推進委員
として、法人会さんを回らせていただいてます。
　後、中部の個人代理店で６人のチームをくみ、
未来中心等で「がんの勉強会」を開催し、多く
の方にがんのことを知っていただく取り組みも
させてもらっています。皆さんの会社でがんの
勉強会をしたいと言われる企業さんがありまし
たらいくらで
も無料で行か
せていただき
ますヨー。
　アフラック
のお仕事、新
しい出合いが
いっぱいで楽
しいです♡

■ ８月第２例会 ８月22日㈬（第1409回）

実出席　78％� メーキャップ後　81％
ドネーション　13,000円� ファイン　1,500円
【幹事報告】
１．国際協会よりメッセージが届きました。
２．国際協会よりＬ加藤康彦にメンバーシップ

キーが届きました。
３．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①7R-2Zガバナー公式訪問についてのお知らせ
②今年度地区誌第１号　寄稿のお願い
③2019-2020年度第二副地区ガバナー立候補
についてのお知らせ
④10／６　LCIF100キャンペーン研修会　開

催のご案内
⑤【重要】LCIF寄付関連用紙改訂のお知らせ
⑥倉敷真備地域　�物資不足品一覧表
⑦海南オセアルフォーラム参加登録について
緊急のお知らせ

４．7R MC委員 Ｌ伊東和昭より 地区誌VOI.
１ アクティビティ・新入会員・西日本豪雨災
害の活動状況の寄稿について が届きました。

５．緊急４クラブ連絡会議が開催されました。
　日時：平成30年８月20日㈪　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】
西日本豪雨災害真備町支援物資について
　１回目は各クラブ例会等で集め、８月29

事 務 局 だ よ り
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日午前中までに倉吉打吹ＬＣ事務所まで届
ける。
　８月30日に各クラブ１名ずつ集まり、倉
吉打吹ＬＣ事務所にて箱詰め作業を行う。

６．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議
会より
　平成30年度県立美術館と共に歩む中部地区
の集い協議会総会の開催について（通知）が
届きました。

理 事 会 報 告 ８月８日開催
１．7R-2Z西日本豪雨災害支援募金活動につ

いて（報告）
日　時：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
（7R-2Z担当分）：372,681円

２．ふるさと再発見ウオークについて（報告）
　日にち：平成30年11月３日㈯
　コース：社地区

■ ９月第１例会 ９月７日㈮（第1410回）

実出席　76％� メーキャップ後　94％
【幹事報告】
１．国際協会よりメッセージが届きました。
２．グドラン・イングバドター国際会長よりメッ

セージが届きました。
３．ナレシュ・アガワル国際財団理事長よりメッ

セージが届きました。
４．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①【緊急連絡】第57回海南OSEALフォーラ
ム参加登録について　　　
②西日本豪雨災害支援事業でのLCIF交付金
申請フォームについて
③キャビネットニュース８月号
④2018年８月献血集計表

⑤西日本豪雨災害～支援活動実施・予定報告、
被災メンバー等の集計について
⑥まるごとわかる糖尿病（知って防ごう、糖
尿病読本）

５．岡山操山ライオンズクラブ　認証50周年
記念式典のご案内が届きました。
　日時：平成30年12月16日㈰
　　　◆式典　　　15：00～16：00
　　　◆記念講演　16：00～16：45
　　　◆祝宴　　　17：00～19：00
　場所：ホテルグランヴィア岡山

４Ｆフェニックス
６．倉吉打吹ＬＣより西日本災害支援物資の箱

詰め作業のご案内が届きました。
　日時：平成30年８月30日㈭　13：30～
　場所：かがやき文化センター

　倉吉打吹ＬＣ事務所
※９／１㈯　西日本豪雨災害対策本部へ支
援物資を届けました。

　　倉吉ＬＣからはＬ井手添が参加
※支援物資のご提供、ご協力ありがとうご
ざいました。

７．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の依頼が届きました。
　日時：平成30年10月28日㈰�10：15～11：30
　場所：倉吉未来中心

LIONS CALENDAR（10月行事予定）

ライオンズカレンダー
10月８日㈪　ライオンズデー
　　　　　　13：30～　法華寺畑遺跡
　　　　　　　　　　　10月定例理事会
　　　　　　17：30～　日本料理　飛鳥
　　　　　　　　　　　10月第１例会
　　　　　　　　　　　　　（月見例会）
　　　　　　18：30～　日本料理　飛鳥
　　24日㈬　10月第２例会
　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　28日㈰　４クラブ合同アクティビティ献血
　　　　　　９：30～　倉吉未来中心
　　　　　　　　　　　�臓器移植普及推進街頭

キャンペーン
　　　　　　10：15～　倉吉未来中心
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ドネーション

ありがとうございました
Ｌ名越勉・真備町支援へ行かれる方への支援で

す。集まった支援物資の送料の一部
や軽食代にでもして下さい。

Ｌ松井　・おくればせながら、Ｌ中井さん、全
日本トライアスロン皆生大会完走お
めでとうございます。

Ｌ戸﨑　・倉吉駅長　渡邉眞二様、今日はご講
演ありがとうございます。

Ｌ山下正・渡邉駅長、ご講演ありがとうござい
ました。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
９月誕生記念
Ｌ加藤康彦　９月23日� Ｌ山下正喜　９月27日
９月結婚記念
Ｌ東田幸一　９月30日� Ｌ高田充征　９月６日

９月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

私の趣味
Ｌ 小 山 正 人

　私にはこれといって趣味は無い。18歳の時
死を前にした病気から甦って親に感謝、たいそ
うな治療費を使わせ恩を返す事でしか無かっ
た、遊ぶでも無く何をするでも無く（本当は退
院後３年は再発する恐れがあるので負荷を掛け
ないように）ただ仕事を手伝う事でしか無かっ
た。平成10年に中霊の理事の役を受け、福岡
での会合に出かける事があるようになり、自分
の土産にと買い求めたのが始まりの博多祇園山
笠の扇子です、始めは使用していたのですが次
に福岡に行った時絵柄の違いに目覚め二本目、
二本目からは使用せず飾っていたのですが色焼

けに気付き玉手箱へ、そうすると絵柄が重複し
一本は人の手へそんなに頻繁に福岡行きがある
では無く集めるのに何年かかった事か…、違っ
た絵柄を探し求め扇屋さんを聞き回り次から次
へと買い求めたものです、がしかしお酒に呑ま
れてしまった時、ついプレゼントの約束をして
しまい本数が減少に、せっかく集めたのに数が
減ると熱が冷め買い求める事も無くなり現在
へ、久し振りに玉手箱を開けて見た。一行目に
もどり、私にはこれといって趣味はない。

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９月26日㈬

忍者　赤影だ！
Ｌ加藤康彦（Ｓ36. ９.23生）

母が好きな１歳ぐらいのと
きの写真です。
下半身は恥ずかしいので
カットしました。
Ｌ山下正喜（Ｓ31. ９.27生）


