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“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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ふるさと再発見お散歩ウオーク
2018年11月３日　社地区

「ふるさと再発見お散歩
ウォークin社」に参加して

Ｌ 加 藤 和 彦

　今年の「ふるさと再発見ウォーク」は、２年
前に計画されましたが、中部震災の影響で中止
になったコースで行われました。
　当日（11月３日）は、快晴に恵まれて遠くは
安来からの参加や親子、夫婦、友人同士などラ
イオンズメンバーを合わせて88名の皆様にご参
加いただきました。また、今年も倉吉市文化財

課のご協力を得てウォークと合わせて、社地区
の遺跡や地域に伝わるお話をお聞きしました。
　９時から開会式を行い、Ｌ戸崎会長や文化財
課の根鈴課長のあいさつをいただき、準備体操
のあと、第１班より14・5名の４班に分かれて
順次出発しました。
午前中は、約5.5㎞の伯耆国分寺石仏～法華寺
畑遺跡のコースを回り、午後からは約4.2㎞の
河本縁石碑～山上億良歌碑までのコースで天候
も良く、少し汗が出るくらいで、ウォークの途
中で社地区の要所で各遺跡等のお話をお聞きし
ましたが、聞けば聞くほど、この地が奈良時代
には政治・文化の中心地であり大規模な寺院や
政治を行う建物の規模にとても驚き興味深く説
明を聞きました。また、この地にこの様な施設
が出来たのは、近くに大きな道があり交通の要
の場所であったため、この地が選ばれた様です。
　ご参加の皆様も、快晴で気持ちも良く、社地
区の古代の歴史を学びながら楽しいウォークを
していただいたと思います。日頃のストレス発
散と運動不足解消が出来た１日でした。

10月第２例会ゲストスピーチ

「秋の薬膳について」
ホテルセントパレス倉吉　サンジェルマン　岩佐　朱実	様

ご講演を聴いて

Ｌ 山 本 庄 英

　10月第２例会はホテルセントパレス倉吉　岩
佐 朱実 様より「秋の薬膳」～秋の過ごし方と
肺を潤し乾燥対策～についてご講演いただきま
した。

　まず、薬膳とは中国医学の陰陽五行説に基づ
いていて、医食の関わりをお話しいただきまし
た。
　その後、薬膳料理がならび一品ずつ効能につ
いて説明いただきました。
　地球上には陰陽が有り、夏秋冬春にかけて陰
陽は廻っていくのでその時々の旬の食材を食べ
る自然と体調も良くなるというお話を聞きなが
ら薬膳料理を皆で美味しく楽しく頂きました。

PS ／私も日頃の暴飲暴食を反省しつつ頂きま
した。
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合同アクティビティ　献血
10月28日　倉吉未来中心

献血に
ご協力を！

Ｌ 高 田 充 征

　去る10月28日㈰に、倉吉未来中心において４
クラブ合同アクティビティ献血が行われまし
た。当クラブでは、私と事務局會見さんが午
前・午後とも参加し、午前はＬ戸﨑、Ｌ中井、
Ｌ東田、Ｌ杉本、午後は、Ｌ森の参加により実
施されました。当日は晴天に恵まれ、屋外の広
場でフリーマーケットが行われており多くの人
で賑わっていたことから、当クラブののぼり旗
を手に「献血にご協力お願いします！」と呼び
かけを行いました。呼びかけをしている時に「お
疲れさまです。」「後で（献血に）行きますね。」
と声を掛けてくださる
方々もおられました。
大変有難い限りです。
午前は、臓器移植普及
キャンペーンが同じく
倉吉未来中心で行われ
たことから、そちらと
の掛け持ちによる実施
となりました。このよ
うなライオンズクラブ
における活動が、世の
中のけがや病気の方々
の助けになっているの
は間違いのないことで
す。この度のアクティ
ビティに参加いただき
ました各位に感謝申し
上げます。ありがとう
ございました！

入会式
10月第１例会

入会のご挨拶

Ｌ 山 田 友 博

　この度、倉吉ライオ
ンズクラブに入会させ
ていただくこととなり
ました。
　お話しをいただいた
時に、私の幼少期に祖
父がライオンズクラブ
に入っていたことを思
い出し、運命のような
ものを感じました。
　私の勤めている会社は、地元の方々に大変に
お世話になっており、何か恩返しをと思ってい
たところで「We Serve」の精神をモットーと
するライオンズクラブの活動ができることは大
変名誉なことだと思っています。
　何回かクラブの活動をさせていただきました
が、会員の皆様は良い方ばかりで、本当にあり
がたいです。未熟者ではございますが、宜しく
お願い致します。

会長杯ゴルフコンペ
2018年10月26日　大山平原ゴルフクラブ

人生初ゴルフを
終えて

Ｌ 本 田 亮 陛

　大山平原ゴルフクラブにて人生初ゴルフに挑
みました。天候にも恵まれて、大山の眺めも最高
で、楽しく回れたのでいい体験になりました。結
果もサイコーだったらよかったですがね…（笑）
　メンバーよりゴルフについていろいろな知識
と知恵を頂戴いし、回を重ねる毎にコツみたい
なものも得る事もできました。特に、今回優勝
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■ 10月第２例会 10月24日㈬（第1413回）
実出席　76% メーキャップ後　94%
ドネーション　15,000円 ファイン　2,700円
【理事会提案】
１．北海道地震災害支援～ LCIF指定献金

　会員１名あたり500円を集金する件について
【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。

①10／30　MD336次世代リーダーシップセ
ミナーへの出席について

②薬物乱用防止教育認定講師養成講座開催のご案内
　日時：2018年12月15日㈯　13：00～16：30
   場所：岡山シティホテル桑田町　別館
③ライオンズクエスト体験会　開催のご案内
　日時：2018年11月30日㈮　13：30～16：30
   場所：岡山商工会議所　１Ｆ研修室
④LCIF100キャンペーン研修会開催のご案内
　日時：2018年12月８日㈯　13：00～16：30
   場所：岡山県立図書館　多目的ホール
⑤第２回キャビネット会議議事録ならびに当

日配布資料
⑥第２回キャビネット会議議案録

３．国際理事候補者 Ｌ渡部雅文より お礼なら
びに記念品のバッジが届きました。

４．7R-2Z・ZC Ｌ入江 規矩雄および倉吉打
吹ライオンズクラブより ガバナー公式訪問・
合同例会について（お礼）が届きました。

５．7R-Z・ZC Ｌ入江 規矩雄より 7R-2Z第
２回ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル
会員委員会開催ご案内が届きました。
　日　時：平成30年11月19日㈪
　　　　　受　付　17：30～18：00
　　　　　会　議　18：00～19：00
　　　　　懇親会　19：00～20：30
　場　所：ホテルセントパレス倉吉
　来　賓： 元国際理事・地区特別顧問、第一

副会長、７Ｒ地区委員
　出席者： 7R-2Z・ZC、各クラブ会長、第一副会長、

幹事、会計、会員委員長、事務局員

　ホスト：倉吉北ライオンズクラブ
　登録料： 5,000円（＊クラブより半額拠出いたします。）

６．大型簡易テント《６Ｍ》２個が届きました。
７．公益財団法人 日本盲導犬協会より会報誌
「盲導犬くらぶ」が届きました。

理 事 会 報 告 10月８日開催
１．第８回「倉吉ばえん祭」協賛金10,000円の拠出について

　承認されました。
２．北海道地震災害支援～ LCIF指定献金について

　会員１名あたり500円を集金することにつ
いて、理事会提案することが、決まりました。

３．2019年 夏期YCE派遣生募集について
　希望があれば派遣することに決まりました。

４．岡山操山ライオンズクラブ認証50周年記
念式典のご案内について
　Ｌ戸﨑とＬ森が参加いたします。

５．６Ｍテント（２個）の購入について
　大型簡易テント
　《６Ｍ》 　 赤 ：71,500円×２=143,000円
　《名入れ》白黒： 9,260円×２＝ 18,520円

合計：161,520円（送料：０円）
　承認されました。

（保管場所は、三役で決める事とし、Ｌ北村にお願いしました。）
６．その他

　次世代リーダーシップセミナーにはＬ戸
﨑・Ｌ中井が参加いたします。

■ 11月第１例会 11月14日㈬（第1414回）
実出席　88% メーキャップ後　94%
ドネーション　49,000円 ファイン　900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。

①第２回キャビネット会議　議事録
②キャビネットニュース10月号
③西日本豪雨災害 配布した募金箱の回収と送金について
④2018年10月分献血集計表
⑤薬物乱用防止教育指導員養成講座（新）受

講申し込みフォームについて

事 務 局 だ よ り

者の河本さんにご指導・ご指摘を頂き大変お勉
強になりました。ありがとうございました。ゴ
ルフマナーが多いため、今後もし参加すること
があるとするならば、今回得たコト＋αで自分
のモノになるよう努力して参ります。皆様お上
手で、「目からうろこ」とはこのことか！とい
う具合でした。ショットする時は力一杯スイン
グすれば飛ぶと思っていたのが覆された今日こ
の頃というところでしょうか。皆様今後ともご
指導宜しくお願い申し上げます。
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私のお仕事
Ｌ 中井修二郎

　私の会社は時計・宝
飾・眼鏡をメインに補
聴器・雑貨等の小売業
を営んでいます。イン
ターネットで便利に安
く物が買える時代「お
客様はお店に何を求め
て来て下さるのか」そ
のことを日々考えてい
ます。ただ単純にモノ
を仕入れて販売するだ
けでは、商品は売れません。「何をいくらで買
うか？」ではなく「どこでどう買うか？」とい
う価値で選んでいただけるよう、お店独自の
サービスや演出を提供することで付加価値を高
めて来店動機を促してゆきたいと思います。そ
のために数年前から４つの【Re】に力を入れ
ています。
　１．リペア〈時計・ジュエリー・眼鏡の修理〉
２．リフォーム〈親から子へ想いをつなぐジュ
エリーリフォーム〉　３．リサイクル〈眠って

いる貴金属の買取り〉　４．レコメンド〈顧客
の好みを分析して商品やサービスを提供する〉
です。時代の変化と向き合いながら、ひたむき
に商いを続けてまいります。

Ｌ 明 里 　 寛
　私の仕事は、電気屋です。ケーブルテレビの
通信工事が主力業務ですが、一般家庭の家電販
売　修理　工事も行っています。
　家電店就職から社会人としてスタートして、
のちにNHK共聴　ケーブルテレビなどの通信
工事に従事してきました。
　我が社のモットーは、Skill ＆Reliance（技術
と信頼）です。
　私どもを必要と思っていただけるお客様が一
人でもいらっしゃる限り、精一杯やって行けれ
ばと考えています。
　いよいよ倉吉地
区も12月から日本
海 ケ ー ブ ル ネ ッ
ト ワ ー ク の 光 リ
ニューアル工事が
スタートいたしま
す。忙しくなって
来ました。

⑥2018-2019年度336複合地区「GMT・FWT
合同会員増強セミナー」開催のご案内

　日　時：2018年12月10日㈪
　　　　　受　付　　13：15～　　
　　　　　セミナー　14：00～16：30
　場　所：さん太ホール

（岡山市北区柳町2-1-1（山陽新聞社本社ビル））
　　　　　TEL：086-803-8222
　登録料：1,000円
⑦MD336主催「次世代リーダーシップセミナー」PP資料

３．第65回複合地区年次大会事務局より開局
のご案内が届きました。

４．第65回地区年次大会事務局より開局のご
案内が届きました。

５．４クラブ合同アクティビティ（献血）奉仕決算報告書
６．第６回４クラブ親善チャリティ グラウンド・ゴルフ大会の報告

　日　時：平成30年11月11日㈰　14：00～
　場　所：潮風の丘とまり
　参加者：23名（倉吉ＬＣより４名）
　－団体の部－
　優勝 倉吉ＬＣ　　準優勝 倉吉グレートＬＣ
　３位 倉吉北ＬＣ　４位 倉吉打吹ＬＣ
　－個人賞－
　２位 Ｌ河本　　裕　４位　 Ｌ照下　耕治
　12位 Ｌ戸﨑　隆之　ＢＢ賞 Ｌ井手添　誠
　ホールインワン賞 Ｌ戸﨑　隆之

７．7R-2Z第２回ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会
　日　時：平成30年11月19日㈪

　　　　◆受　付　17：00～18：00
　　　　◆会　議　18：00～19：00
　　　　◆懇親会　19：00～20：30
　場　所：ホテルセントパレス倉吉
　来　賓： 元国際理事・地区特別顧問、第一

副地区ガバナー、７Ｒ地区委員
　出席者： 7R-2Z・ZC、各クラブ会長、第一副会長、

幹事、会計、会員委員長、事務局員
　ホスト：倉吉北ライオンズクラブ
　登録料：お一人　5,000円

（＊クラブより半額拠出いたします。）
８．11月３日開催のふるさと再発見お散歩ウ

オーク、お疲れさまでした。
　参加者は一般　51名、文化財課・博物館　
７名、ライオンズクラブ　30名、合計　88名
でした。ご協力ありがとうございました。

９．上井商工連盟（倉吉ばえん祭実行委員会）
より 鳥取県中部地震復興祈念 第８回「倉吉
ばえん祭」ご協賛のお礼が届きました。

10．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
ペーンについて（お礼）が届きました。

LIONS CALENDAR（12月行事予定）

ライオンズカレンダー
12月９日㈰　12月定例理事会
　　　　　　17：30～　ホテルセントパレス倉吉
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私の趣味
Ｌ 名 越 宗 弘

　最近私の趣味は変わりました。昨年までは「高
校野球観戦」でしたが、現在は「子供の居住地
巡り」です。
　長男は東京、次男は兵庫・西宮、三男は長野・
松本、長女はカナダ・バンクーバーです。
　東京には良く行くので子供に会うのは夫婦で
の上京時の年１・２回です。次男は関西学生野

球連盟の春と秋のリーグ戦で、皇子山・わかさ・
南港・神戸・甲子園の各球場です。長野には滅
多に行かないですが、来年夏に軽井沢に行く際
に松本城の天守閣に登りたいと思います。バン
クーバーは世界的に有名なスキー場ウイスラー
と、ワインの産
地オカナガンに
行くチャンスを
狙っています。
　子供に会う名
目で近辺の観光
地巡りが夫婦の
趣味となってい
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　ホテルセントパレス倉吉
■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11月28日㈬

　　９日㈰　12月第１例会（創立記念例会）
　　　　　　18：30～　ホテルセントパレス倉吉
　　22日㈯　12月第２例会（クリスマス家族例会）
　　　　　　18：30～　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清水　・足羽教育次長の講演を聞く機会を得て。
Ｌ小山　・久びさのマイクロバスの運転たのし

かったです。
Ｌ河本　・会長杯ゴルフコンペで優勝、グラン

ドゴルフ大会で準優勝しました。
Ｌ松井　・ライオンズデーおつかれ様でした。

欠席で申し訳ありません。岩佐さん、
今日はありがとうございます。

　　　　・会長杯ゴルフおつかれ様でした。８
人でにぎやかかったです。

Ｌ照下　・チャリティグランドゴルフ大会、４
位入賞、ありがとうございます。

Ｌ戸﨑　・先日、21日に行われた福興祭は青空
の下、盛会に終る事になりました。
皆様、ありがとうございました。今
日は、岩佐様、よろしくお願いします。

　　　　・本日は、足羽様、おいそがしい所、ご
講演ありがとうございます。先日は、
４クラブ合同グランドゴルフ大会でク
ラブ優勝しました。自分は12位でした。
ホールインワンを取りました。

Ｌ井手添・11月21日倉吉駅前でばえん祭をおこ
ないました。みな様のごしえんで、
大盛況におわりました。

　　　　・４クラブ親善グラウンドゴルフ大会、
出席された方、ごくろう様でした。
倉吉LCは団体優勝でした。

Ｌ羽合　・久しぶりの例会出席です。よろしく
お願いします。復興祭、ばえん祭の
成功、おめでとうございました。

Ｌ山下正・第８回「倉吉ばえん祭」天候に恵ま
れ、大成功に終りました。ご協賛あ
りがとうございました。

Ｌ高田　・ふるさと再発見お散歩ウォークin社、
お疲れさまでした。ありがとうござ
いました。

Ｌ浦木　・足羽教育次長、ご講演ありがとうご
ざいます。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
11月誕生記念
Ｌ新藤祐一　11月30日
11月結婚記念
Ｌ名越　勉　11月５日 Ｌ名越宗弘　11月20日
Ｌ山本　彰　11月25日 Ｌ深田　孝　11月８日
Ｌ濱中武仁　11月15日 Ｌ浜田　勉　11月６日
Ｌ山田友博　11月６日

11月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

前佐渡ケ嶽親方（第五十三
代横綱琴桜）と私の曾祖父
と弟と一緒に撮った写真で
す。
Ｌ新藤祐一（Ｓ31.11.30生）


