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11月第１例会ゲストスピーチ

「人を育てる・人が育つ
～素直に謙虚に常に挑戦者たれ～」

鳥取県教育委員会事務局　教育次長　足羽　英樹	様

ご講演を
いただいて

Ｌ 浦 木 純 二

　「人を育てる・人が育つ～素直に謙虚に常に
挑戦者たれ～」この演題で、鳥取県教育委員会
事務局　足羽英樹教育次長にご講演をいただき
ました。
　教員を志した理由・15年間の野球部監督経
験・10年間の県教委事務局勤務経験・親として
子どもとの関わり等について、丁寧にわかりや
すくお話ををされました。
　特に、野球部監督として学んだことについて
は、リレーコラム「私のスポーツ日誌」という
その当時新聞掲載されたご自身のコラムを活用
されていて、とても興味深いものでした。その
中で、
・�試合に「勝つこと」「負けること」の意味を

伝えるのが指導者の大切な役目であり、それ
が子ども達の成長につながる。

・�信頼関係を築くためのセオリーはない、日々
の積み重ねが大切である。

等々、子ども達への関わり方の経験談を紹介し
ていただきました。終わりに、倉吉・鳥取県の
子ども達の健全育成をみんなでしていきましょ
う！と締めくくられました。
　私も中部地区の子ども達と関わる時間がたく
さんあります。今日の講演内容を参考にして、
将来この中部・鳥取県に貢献できる“人財”育
成の一端を担っていきたいです。

税務行政について

Ｌ 高 田 充 征

　このたび「税務行政について」のテーマで会
員スピーチをさせていただきました。また機会
があれば、税務署、国税局勤務時の経験等につ
いて、もう少し踏み込んだところで話をさせて
いただければと思っております。
　さて、最近特に話題となっている消費税につ
いて少し。消費税は、平成時代の幕開けと同時
に当時の竹下内閣のもと３％の税率で導入され
ました。来年、平成時代の終幕と時を同じくし
て10％への引上げが決定されています。ある

中学校で税金に関する授業をさせていただいた
際に、税金の使い道について生徒に意見を求め
たところ、社会福祉に使って欲しいという多く
の意見がありました。若い世代がそのように
思ってくれていることについて、非常に心強く
思います。消費税は導入当初に比べ、３倍を超
える税率となるわけですが、政府は、若い世代
が願うように税金を有効的に使うことにより、
よりよい社会づくりに努めてもらいたいと改め
て強く感じます。
　

会員スピーチ（11月第２例会）
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未来へつながる　笑顔の例会

第6回4クラブ親善チャリティ
グラウンド・ゴルフ大会
2018年11月11日

第６回４クラブ親善
チャリティグラウンド・
ゴルフ大会

Ｌ 井手添　誠

　2018年11月11日㈰に潮風の丘とまりで、４ク
ラブ親善チャリティグラウンド・ゴルフ大会が
開催されました。参加者は総勢23名で、倉吉ラ
イオンズクラブからは、４名の参加となりまし
た。
　当日は突き抜けるような秋晴れの中、海から
の風も心地よく、プレーを楽しみました。
成績は、なんと、倉吉ライオンズクラブの団体
優勝となりました。
　個人の成績は、Ｌ河本が２位、Ｌ照下が４位、
戸崎会長が12位、井手添が22位（ＢＢ）と、私
以外は、好成績でした。戸崎会長は、ホールイ
ンワンも出されるなど、皆さん大活躍でした。

　懇親会は、場所を移動し、ホテルセントパ
レス倉吉での開催と
なりました。チャ
リティと名前が付い
ているとおり、成
績発表のたびに、ド
ネーションを行いま
したが、運動した後
での心地の良い懇親
会となりました。
結果、ドネーション
は、16,484円集まり、
後日、新日本海新聞
社を通じて、西日本
豪雨災害に寄付をす
ることが決まりまし
た。

私のお仕事
Ｌ 穴 田 　 守

　私の仕事は、地域の官公庁・民間企業におけ
る建設コンサルタント等業務及び電力・通信施
設の調査・測量業務を行っています。
　本社は倉吉市福庭に設けていて、鳥取市と米
子市にも営業所を置いて県内を走り回っていま
す。我が社の経営理念は、
一、笑顔で挨拶
一、お客様に提案できる人
一、地域と共生
をもって、地域社会に貢献することを目指して
います。近年、建設関係の仕事は、若い人の
人材不足で苦
慮しています
が、いい方が
いらっしゃれ
ば紹介してい
ただければ幸
いです。
　これから現
場作業が大変

ですが、元気で頑張っていきます。

Ｌ 山 本 庄 英
　私は株式会社アピオンの代表を務めておりま
す。
　主な業務はインターネットサービスプロバイ
ダという聞きなれない業種ですが簡単に言うと
皆さんも家庭や職場でインターネットに接続さ
れてメールやwebを見られておられますが、そ
のインターネットへ接続する際の接続サービス
をしております。
　昨今は特に技術進歩が速く若い社員に教えを
受けながら仕事をしています。
　もう一つは、ホテ
ル運営とテナント駐
車場の管理会社もし
ています。土日祝日
はホテルのシフトに
入ることも多々あ
り、だんだんと曜日
の感覚が無くなりつ
つある毎日です。
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■ 11月第２例会 11月28日㈬（第1415回）

実出席　56％� メーキャップ後　75％
ドネーション　5,000円� ファイン　300円
【幹事報告】
１．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。
①第102回ライオンズクラブ国際大会（ミラ
ノ）登録のご案内
　開催地：ミラノ（イタリア）
　開催期間：2019年７月５日㈮～７月９日㈫
　大会登録料：150US$（早期登録）
　国際本部〆切：2019年１月11日必着
＊参加をご希望されます方は、１月８日㈫ま
でに事務局へご連絡ください。
②335複合主催『全国アラートフォーラム�in�
神戸』開催のご案内
　日　時：2019年２月３日㈰�13：00～16：00
　場　所：ANAクラウンプラザホテル神戸�10Ｆ

ザ・ボールルーム
　フォーラム登録料：3,000円
　交流会：2019年２月２日� 19：00～21：00

（神戸・三宮の萬寿殿にて）
　交流会登録料：5,000円
＊参加をご希望されます方は、12月25日㈫ま
でに事務局へご連絡ください。
③YCE事業に関するアンケート調査　ご協
力のお願い
④訃報のご連絡
⑤『336-B地区一斉募金活動』実施について
のお願い

２．ライオンズクラブ国際協会336-B地区　第
65回地区年次大会　予備登録についてのお
願い
〈記念ゴルフ大会〉
　2019年４月13日㈯� 鷲羽ゴルフ倶楽部
〈前夜祭〉
　2019年４月13日㈯� 鷲羽ハイランドホテル
〈代議員総会・大会式典〉
　2019年４月14日㈰� 玉野市総合体育館
　＊参加者
　　①代議員　　クラブ会員10名に１名
　　②一般参加　各クラブ正会員数の50％以上

３．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　当日配布資料・報告
　日時：平成30年11月19日㈪�18：00～20：30
　場所：ホテルセントパレス倉吉

４．第48回 ４クラブ新年祝賀合同例会ご案内
　日　時　平成31年１月10日㈭
　　　　　　受　付　17：30～18：00

　　　　　　例　会　18：00～18：50
　　　　　　懇親会　19：00～20：30
　場　所　倉吉シティホテル
　登録料　出席者　10,000円
　　　　　欠席者　�5,000円
　ホスト　倉吉打吹ライオンズクラブ

５．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議
会より鳥取県立美術館フォーラムについてご
案内が届きました。
　日時：2018年12月15日㈯　14：00～16：50
　場所：倉吉未来中心小ホール

理 事 会 報 告 11月14日開催
１．月見例会決算について
　承認されました。

２．創立記念例会　計画（案）・予算（案）に
ついて
　承認されました。

３．クリスマス家族例会　計画（案）・予算（案）
について
　承認されました。

４．ライオンズデー　決算について
　承認されました。

５．国際平和ポスター・コンテスト　決算につ
いて
　承認されました。

６．ふるさと再発見お散歩ウォーク　決算につ
いて
　承認されました。

■ 12月第１例会 12月９日㈰（第1416回）

実出席　83％� メーキャップ後　83％
ドネーション　35,000円� ファイン　300円
【幹事報告】
１．336複合地区第65回年次大会　予備登録

申込みのご案内
〈記念ゴルフ大会〉　　　
　◆日　時：2019年５月25日㈯
　　　　　　受付／７：00� スタート／７：30
　◆場　所：鬼ノ城ゴルフ倶楽部
　◆参加費：5,000円（プレイ費自己負担）
〈前夜祭〉　　　　　　　　
　◆日　時：2019年５月25日㈯
　　　　　　受付／18：00
　　　　　　祝宴／18：30～20：30
　◆場　所：ホテルグランヴィア岡山
　◆登録料：13,000円
〈代議員総会・大会式典〉　

事 務 局 だ よ り
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　●日時：2019年５月26日㈰
　　　　　代議員受付　　８：00～８：40
　　　　　代議員分科会　９：00～９：45
　　　　　代議員総会　　10：00～11：00
　　　　　一般登録受付　８：30～11：00
　　　　　大会式典　　　11：15～12：45
　●場所：�総社市スポーツセンター・きびじ

アリーナ
　●登録料：無料
　●予備登録締切：2019年１月31日㈭
　＊�クラブから派遣される代議員は４名の登

録となります。
　一般参加を希望される方も合わせて、事
務局までお知らせください。

２．キャビネット事務局より下記の文書が届き
ました。
①キャビネットニュース　11月号
②12／10　MD336GMT・FWT合同セミナー
出席者について
③第31回国際平和ポスターならびにライオン
ズ国際作文コンテスト応募作品の　地区選
考結果について
〈国際平和ポスターコンテスト〉
　○参加クラブ数：22
　○応募作品総数：1,376点
　○地区への出品数：136点
　【最優秀賞】
　　前田美夢さん（ノートルダム清心中学校１年）

～岡山東ＬＣ
　【優秀賞】�３名
　【特別賞】�１名
　【佳　作】�５名
〈国際作文コンテスト〉
　【最優秀賞】
　　太田博登さん（鳥取県立鳥取盲学校５年）

～鳥取千代ＬＣ
④西日本豪雨災害クラブ支援金収支報告②な
らびに復興支援活動についての依頼　

３．LCIF100キャンペーン研修会　開催につ
いて
　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
　＊Ｌ加藤康彦が参加いたしました。

４．岡山操山ライオンズクラブ　認証50周年
記念式典について
　日時：平成30年12月16日㈰
　場所：ホテルグランヴィア岡山　４Ｆ

フェニックス
　＊Ｌ戸﨑・Ｌ森が参加いたします。

５．西日本豪雨災害支援募金の送金について
　11月29日㈭、15,920円をキャビネットへ送
金いたしました。
　ご協力ありがとうございました。

６．国際平和ポスターコンテスト応募のお礼と
表彰状贈呈について
　日時：平成30年11月19日㈪　13：30～
　場所：倉吉市立上灘小学校
＊戸﨑会長と井手添幹事が上灘小学校を訪問
いたしました。

LIONS CALENDAR（１月行事予定）

ライオンズカレンダー
１月８日㈫　会計監査
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　９日㈬　１月定例理事会
　　　　　　12：00～　倉吉未来中心
　　10日㈭　１月第１例会

（４クラブ新年祝賀合同例会）
　　　　　　18：00～　倉吉シティホテル
　　23日㈬　１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名越勉・2017-2018年度クラブ優秀賞を前国

際会長に代わって伝達させて頂いた
ので。

Ｌ秋藤　・第59回創立例会に出席できることに
感謝し、20年表彰を改めて年月の長
さを感じています。

Ｌ藤田　・大変ご無沙汰しております。
Ｌ清水　・Ｌ高田の興味深い講演を聞く機会を

得て。
Ｌ河本　・11月20日真庭カントリークラブ№５

番ショートホールでホールインワン
が出ました。

Ｌ松井　・会員増強賞をいただいて。
Ｌ北村　・第59回創立記念例会に添えて。
Ｌ山本彰・20年間お世話になり、ありがとうご

ざいました。
Ｌ照下　・在籍20年を迎えて。
Ｌ戸﨑　・第59回創立記念例会にたくさん出席
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尺八とゴルフ
Ｌ 松 井 　 實

　尺八に出会ったのが35歳の時、尺八の何と
も快い音色に魅せられ、又歌を唄っても高い音
が出ない私ですが尺八は息を入れて穴を塞ぐだ
けで楽々と高音がだせます。私が入門した頃は
中部地区で50名位の先輩がおられ、国鉄、公
務員の方が多かったです、今は当時の３割位に
減少しています。尺八は世界に誇れる古典楽器
です。日本人の精神と素朴な自然と調和した音
色は私達日本民族の神髄ではないでしょうか。
余生を尺八の発展と後継者育成に尽力しようと
思っています。ゴルフ歴は45歳から始めは30
年と歴史はありますがへたです。大変奥の深い
スポーツで、仲間と一諸にラウンドする楽し
さ、体を動かすことで体力維持、自分の気持、

心の集中力の維持と又素晴らしい景色の中での
ラウンドは本当に最
高です。
　我がクラブは４ク
ラブの中でゴルフ人
口が少ないと思いま
すが新会員さんが
続々仲間入りされて
頼もしい限りです、
優勝を目指して精進
しましょう。

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12月22日㈯

いただき、ありがとうございます。
　　　　　倉吉ライオンズ、バンザイ。
Ｌ井手添・第59回の創立記念を祝して。
Ｌ東田　・10年を無事に迎えることができまし

た。ありがとうございます。
Ｌ加藤康・メンバーシップキーをいただきまし

た。ありがとうございます。
Ｌ本田　・息子が３歳になりました。七五三の

お祝いもして、年々成長を感じる事
ができました!! 大切に育てていきま
す。

　　　　・第59回創立記念、おめでとうござい
ます。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
12月誕生記念
Ｌ清水　俊男　12月24日�
Ｌ山本賢一郎　12月13日
Ｌ明里　　寛　12月20日
12月結婚記念
Ｌ鳥羽　圭介　12月３日
Ｌ中井修二郎　12月６日

12月生まれの MEMORIAL DAY

ハッピーバースデー

６歳ごろ、息子にそっく
りです。
Ｌ山本賢一郎
（Ｓ48.12.13生）

小学校２、３年生頃の家
族写真です。唯一、これ
だけしか見当たらず懐か
しく何とも言えない気持
ちになりました。
Ｌ明里　　寛
（Ｓ37.12.20生）

往復10㎞を歩いて通学。
写真は小学３. ４年生頃
です。（右端）
Ｌ清水俊男
（Ｓ24.12.24生）


